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Cisco Unity Express 機能ロードマッ
プ

『Cisco Unity Express CLI Administrator Guide for Cisco CallManager』では、Cisco Unity Express（CUE）

の Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）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インストール、設定、管理、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 for Cisco CallManager』で説明され

ている Graphical User Interface（GUI; グラフィカル ユーザ インターフェイス）の管理タスクと同等

の内容になっています。

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、または Cisco CallManager 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、P.22の「その他のリファレンス」

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.2）

• Cisco Unity Express 機能リスト（P.3）
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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 モジュールとプラットフォームの操作には、Cisco IOS のコマン

ドライン インターフェイス（CLI）を使用します。 

Cisco Unity Express 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 Release 2.1.1』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 機能リスト
表 1 に、Cisco Unity Express の機能をリリース別に示します。特定のリリースで導入された機能は、

そのリリースおよび後続のリリースで利用できます。

表 1 Cisco Unity Express の機能（リリース別）

リリース
当該リリースで導入され
た機能1 機能の説明 参照先

2.1 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。

• 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。

• CLI から：P.211の「同報リストの
設定」を参照してください。

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。

• 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。

• CLI から：P.205の「ネットワーク
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。

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。

• GUI から：Voice Mail > Holidays
Settings オプション、Voice Mail >
Business Hours Settings オプション、
およびオンライン ヘルプを使用し
ます。

• CLI から：P.96の「営業時間の設
定」および P.102の「休日リスト
の設定」を参照してください。

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）の最小長と有

効期限を設定します。

• 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。

• CLI から：P.92の「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。

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。

P.198の「着信メッセージに対する発信

者 ID の設定」

ローカル ディレクトリへ

のリモート ユーザの追加

頻繁に電話をかけるリモート ユーザをロー

カル ディレクトリに追加します。その結果、

ローカル ユーザは名前によるダイヤル機能

（dial-by-name）を使用してそのリモート ユー

ザへのボイスメール メッセージのアドレス

を指定できます。また、リモート ユーザ アド

レスの音声名確認を受信できます。

• 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。

• CLI から：P.189の「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。

リモート ユーザからの

vCard 情報のサポート

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ます。

P.199の「ロケーションへの vCard 情報

の設定」 および P.203の「LRU キャッ

シュの設定」

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。

P.72の「自動受付アプリケーションの

設定と管理」
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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。

P.143の「工場出荷時のデフォルト値の

復元」

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。

P.16の「ソフトウェア ライセンスおよ

び工場で設定される制限」

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。

P.117の「ボイスメールボックスの作成

と変更」

2.0 複数言語のサポート Telephone User Interface（TUI; 電話ユーザ イン

ターフェイス）および自動受付プロンプトで、

ヨーロッパのフランス語、ドイツ語、ヨーロッ

パのスペイン語、およびアメリカ英語が利用

可能です。

P.91の「システムの言語の設定」

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。

P.43の「Cisco Unity Express ソフトウェ

アのインストールとアップグレード」

AIM のストレージ容量の

増加

AIM のフラッシュ ストレージ容量を 512 MB

から 1 GB に増加できます。1 GB フラッシュ

では、14 時間分のボイスメール メッセージの

保存がサポートされます。

P.16の「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

トウェアと 

Cisco CallManager Express 

ソフトウェアを別個の

ルータに格納

あ る ル ー タ に イ ン ス ト ー ル さ れ た

Cisco Unity Express ソフトウェアは、別のルー

タにインストールされた Cisco CallManager

Express と通信します。

—

複数サイトのネットワー

ク化

Voice Profile for Internet Mail バージョン 2

（VPIMv2）は、Cisco Unity Express サイトどう

し、および Cisco Unity Express と Non-Delivery

Record（NDR）のある Cisco Unity 間のボイス

メール メッセージの相互運用をサポートし、

ネットワークでのメッセージの送受信および

ブラインド アドレスの使用を可能にします。

P.175の「Cisco Unity Express のネット

ワーキング」

Cisco CallManager Release 

3.3(3)、3.3(4)、および 

4.0(1) のサポート

リモート システムの Cisco CallManager JTAPI

バージョンを自動検出できます。通話制御お

よびユーザ インポートの機能を使用する際

に役立ちます。

—

表 1 Cisco Unity Express の機能（リリース別） （続き）

リリース
当該リリースで導入され
た機能1 機能の説明 参照先
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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。

P.166の「NTP サーバの設定」

1.1 Advanced Integration 

Module（AIM; 拡張統合

モジュール）カード

AIM カードは、Intel Celeron 300-MHz プロセッ

サ、256 MB の RAM、および 512 MB の コン

パクト フラッシュ メモリを搭載し、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しま

す。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』

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 AIM は、最大 4 個

のカスタム自動受付をサポートします。

『Cisco Unity Express Script Editor Guide』

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 は最大 50 個のオプション プロンプト

をサポートします。AIM は最大 25 個のオプ

ション プロンプトをサポートします。

P.15の「自動受付グリーティングまた

はプロンプト ファイルの録音」

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』

表 1 Cisco Unity Express の機能（リリース別） （続き）

リリース
当該リリースで導入され
た機能1 機能の説明 参照先

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/hw_inst/aim_inst/aims_ins.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/hw_inst/aim_inst/aims_ins.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/hw_inst/aim_inst/aims_ins.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel1_1_2/edgde112/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/tricards/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/tricards/index.htm
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1.0 Linux ベースのソフト

ウェア

Cisco CallManager 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（P.3の「Cisco

Unity Express 機能リスト」を参照してくださ

い）。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

Intel Low Power PIII 500-MHz プロセッサ、

20-GB IDE ハード ドライブを搭載し、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する

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。

『Cisco Network Modules Hardware 

Installation Guide』の第 22 章

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容量については、P. 16の

表 2 および P. 17の表 4 を参照してください。

P.16の「ソフトウェア ライセンスおよ

び工場で設定される制限」

予備のモジュール ソフトウェアとライセンスが工場でイントー

ル済みの予備のモジュール。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。

P.16の「ソフトウェア ライセンスおよ

び工場で設定される制限」

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。

P.16の「ソフトウェア ライセンスおよ

び工場で設定される制限」

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 P.18の「管理インターフェイス」

Cisco CallManager Express

との統合 GUI

統合された管理 GUI。Cisco Unity Express と

Cisco 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 CME の一部のパラメータを設定できま

す。

『Cisco Unity Express GUI Administrator

Guide for Cisco CallManager, Release

2.0』

複数サイトのバルク プロ

ビジョニング

CLI スクリプトを使用した、複数サイトのバ

ルク プロビジョニングは、Cisco Unity Express

に用意されていません。システムは個別に管

理されます。

『Cisco Unity Express Script Editor Guide』

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 Cisco Unity Express の機能（リリース別） （続き）

リリース
当該リリースで導入され
た機能1 機能の説明 参照先

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_0/ccmguigd/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_0/ccmguigd/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_0/ccmguigd/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel1_1_2/edgde112/index.htm
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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。

• GUI から：Administration メニュー
およびオンライン ヘルプを使用し
ます。

• CLI から：『Cisco Unity Express CLI 
Administrator Guide for 
Cisco CallManager, Release 2.0』を
参照してください。

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。

• GUI から：Reports メニューおよび
オンライン ヘルプを使用します。

• CLI から：『Cisco Unity Express CLI 
Administrator Guide for Cisco 
CallManager, Release 2.0』を参照
してください。

1. 特定のリリースで導入された機能は、そのリリースおよび後続のリリースで利用できます。

表 1 Cisco Unity Express の機能（リリース別） （続き）

リリース
当該リリースで導入され
た機能1 機能の説明 参照先
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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

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。Release
2.1 は最大 100 個のメールボックスをサポートします。最大メールボックス数は、ハードウェ
ア モジュールおよび Cisco Unity Express 用に購入したライセンス契約によって異なります。

• 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。

この章の構成

• Cisco Unity Express を Cisco CallManager に実装するための前提条件（P.10）

• Cisco Unity Express の実装に関する制約事項（P.13）

• 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.15）

• 自動受付スクリプトの設定（P.15）

• AIM と NM の相違点（P.15）

• 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.16）

• Cisco Unity Express と他のボイスメール システムとのネットワーキング（P.18）

• 管理インターフェイス（P.18）

• Cisco Unity Express と Cisco Unity の相違点（P.19）

• Cisco Unity Express および Cisco CallManager の連動（P.20）

• Cisco Unity Express と Cisco CallManager の相違点（P.21）

• その他のリファレンス（P.22）
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Cisco Unity Express を Cisco CallManager に実装するための前提条件
Cisco Unity Express の設定を開始する前に、Cisco CallManager システムをインストールしておく必

要があります。Cisco CallManager のインストールを実行しなかった、または現在実行していない場

合は、インストールの担当者、またはその他のサポート担当者に問い合せて次の手順が完了してい

るかどうかを確認してください。

1. Cisco CallManager および Cisco Unity Express のハードウェアをすべてインストールし、機能を
検証します。

• 電話機を接続して Cisco CallManager サーバに登録します。

• Cisco Unity Express ルータに、Network Module（NM; ネットワーク モジュール）をサポー
トする Cisco IOS Release 12.3(4)T 以降のリリースまたは Advanced Integration Module（AIM;
拡張統合モジュール）をサポートする Cisco IOS Release 12.3(7)T 以降のリリースが構成さ
れていることを確認します。 

• NM の場合は、Enable LED が点灯していることを確認します。

注意 AIM-CUE を Cisco 3745 ルータにインストールする場合は、AIM1 とラベルされた AIM スロットに
インストールする必要があります。Cisco 3745 ルータの AIM0 とラベルされた AIM スロットにこ
の AIM をインストールすると、AIM に損傷を与える可能性があります。

（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。 

次の設定がルータに追加されている場合、Cisco Unity Express モジュールは、UPS デバイスへの自
動切り替えをサポートします。

line aux 0

privilege level 15

modem Dialin

autocommand service-module service-engine slot/0 shutdown no-confirm

ここで slot は Cisco Unity Express モジュールのスロット番号です。

2. Cisco CallManager ソフトウェアをインストールし、機能を検証します。

a. Cisco CallManager 設定 Web ページにアクセスできることが必要です。

b. service-engine インターフェイス上に ip unnumbered コマンドを設定するには、Cisco IOS ソ
フトウェアのコマンドをルータに対して実行して、Cisco Unity Express モジュールへのスタ
ティック ルートを作成します。次に例を示します。

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 91.91.19.1
ip route 10.3.6.128 255.255.255.255 Service-Engine1/0

この例では、10.3.6.128 は Cisco Unity Express モジュールの IP アドレスで、
Service-Engine1/0 は Cisco Unity Express モジュールのホストであるルータ スロットです。
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c. 512 MB の NM を搭載した Cisco Unity Express システムの場合は、Cisco CallManager に 16
の CTI ポートを設定します。256 MB の NM の場合は、8 つのポートを設定します。 

300 MHz で動作する AIM の場合は、Cisco CallManager に 6 つの CTI ポートを設定します。150
MHz で動作する AIM の場合は、4 つの CTI ポートを設定します。Cisco CallManager オプショ
ンの Device > Phones > Add new Phone を使用します。 

これらのポートは、通話を終了するために、Cisco Unity Express アプリケーション（ボイスメー
ル、自動受付、および Administration via Telephone [AvT]）に割り当てられます。

（注） Cisco CallManager に、過剰な CTI ポートを設定しないでください。過剰な CTI ポート
を設定すると、Cisco CallManager のスケーラビリティに影響し、Cisco CallManager がサ
ポートすることのできる他のデバイス数が制限されます。

d. Device > CTI Route Point オプションを使用して、Cisco CallManager に最低 2 つのルート
ポイントを設定します。Cisco Unity Express のボイスメール アプリケーションが一方のルー
ト ポイントを使用し、自動受付アプリケーションが他方のルート ポイントを使用します。
Cisco Unity Express AvT を使用する予定の場合は、Cisco CallManager に 3 番目のルート ポ
イントを設定してください。

（注） Cisco CallManager に、過剰なルート ポイントを設定しないでください。過剰なルート
ポートを設定すると、Cisco CallManager のスケーラビリティに影響し、Cisco CallManager
がサポートすることのできる他のデバイス数が制限されます。

e. User > Add new user オプションを使用して、Cisco CallManager の JTAPI ユーザを作成しま
す。Device Association オプションを使用して、この JTAPI ユーザに CTI ポートとルート ポ
イントを関連付けます（JTAPI ユーザには、Cisco Unity Express ボイスメールボックスが割
り当てられません。JTAPI ユーザは、Cisco CallManager への接続を確立するための Cisco
Unity Express のプレースホルダーです）。Enable CTI Application Use チェックボックスが、
この JTAPI ユーザに対してオンになっていることを確認します。

f. Cisco Unity Express ソフトウェアのインストール時に、Cisco Unity Express の管理者ユーザ
ID とパスワードを作成し、DNS サーバと NTP サーバの IP アドレスを指定します。この
ユーザ ID とパスワードは、初期化ウィザードにログインするときに必要になります。
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g. 通話の処理が効率的に行われるように、Cisco Unity Express ルータにアクセス リストを設
定して、JTAPI トラフィックに優先順位を付けます。次の例を参考にしてください。

class-map match-all jtapi
match access-group 110

class-map match-all voice
match access-group 100

policy-map jtapi
class jtapi

set dscp cs3
bandwidth 20

class voice
set dscp af31
priority 320

class class-default
fair-queue

interface Serial0/1
ip address 192.168.10.0 255.255.255.0
service-policy output jtapi
clockrate 256000
no cdp enable

access-list 100 permit udp host 10.3.6.128 any range 16383 32727
access-list 110 permit tcp host 10.3.6.128 any eq 2748

ここで、10.3.6.128 は、Cisco Unity Express が格納されているモジュールの IP アドレスで
す。

コマンドの出力は、マーク付きパケットの数が増加していることを指し示す必要がありま
す。次の例を参考にしてください。

Match: access-group 110
QoS Set

dscp cs3
Packets marked 334 <-----This number should increase.

3. Cisco Unity Express と通信する FTP サーバは、パッシブ FTP 要求をサポートしている必要があ
ります。この機能を FTP サーバに設定する方法については、FTP サーバのマニュアルを参照し
てください。

4. （オプション）Cisco CallManager インターフェイスにユーザが作成されていない場合、すべて
のユーザ、グループ、およびユーザとグループの内線番号のリストを作成します。このリスト

により、多くのユーザと内線番号を簡単に設定できます。

5. （オプション）自動受付アプリケーションのオプション初期メッセージを作成します。自動受
付には、デフォルトの初期メッセージが用意されています。別のメッセージを .wav ファイルで
作成し、そのファイルを自動受付の設定の一部としてインストールできます。詳細については、

P.15の「自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルの録音」を参照してください。

6. （オプション）ビジネスの要件に合せて自動受付プロンプトのシーケンスをカスタマイズしま
す。詳細については、P.15の「自動受付スクリプトの設定」を参照してください。

7. （必須）Cisco Unity Express モジュールの IP アドレスを記録します。システムを構成するために
GUI にアクセスするには、この IP アドレスが必要です。
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Cisco Unity Express の実装に関する制約事項
次の制約事項が Cisco Unity Express Release 2.1 に適用されます。

ネットワーキング

• Cisco Unity Express は、他の Cisco Unity Express および Cisco Unity ボイスメール システムとの
ボイスメール ネットワーキングだけをサポートします。その他のボイスメール システムに対
するネットワーキング サポートは Release 2.1 では提供されません。

システム機能

• NM の場合、管理者特権を持つ 1 人のユーザおよびユーザ特権を持つ 4 人のユーザだけが GUI
に同時にログインできます。AIM の場合、1 人の管理者および 2 人のユーザだけが GUI に同時
にログインできます。

• 日付と時刻は Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）サーバによって
決定され、Cisco Unity Express ソフトウェアで設定することはできません。Cisco Unity Express
を NTP クライアントとして設定することはできます。詳細については、P.166の「NTP サーバ
の設定」および NTP サーバの CLI を参照してください。

• Cisco Unity Express は、システムで一度に 1 つの言語をサポートします。英語、フランス語、ド
イツ語、およびスペイン語から言語を選択できます。この言語が Telephone User Interface（TUI;
電話ユーザ インターフェイス）システム プロンプトおよびグリーティングを制御します。管
理インターフェイス（GUI および CLI）は、アメリカ英語でのみ使用できます。Cisco
CallManager Express は電話機の表示を制御します。この表示は複数の言語で利用可能で、Cisco
Unity Express がサポートする言語と無関係です。

ボイスメール アプリケーション

• Cisco Unity Express は、1 ユーザにつき 2 つのグリーティングをサポートします。1 つは標準グ
リーティング、もう 1 つはオプション グリーティングです。グリーティングの時間は、ユーザ
に割り当てられたメールボックスのストレージ容量に含まれます。

ハードウェアに関する制約事項

• シャーシのモジュール スロット数に関係なく、ルータ シャーシ 1 つあたり 1 つの Cisco Unity
Express モジュールだけが許可されます。

• AIM は、Cisco 3745 ルータ シャーシのスロット 0 にインストールすることはできません。

• NM の前面パネルの Fast Ethernet 0 ポートは、Cisco Unity Express アプリケーションによって使
用されないため、使用不能になっています。Fast Ethernet 1 ポートは、Cisco Unity Express ネッ
トワーク モジュールをルータに接続するポートで、ネットワーク モジュール上で唯一アクティ
ブなファースト イーサネット ポートです。

• NM 上のハード ディスクは交換できません。ネットワーク モジュールのハード ディスクが故
障した場合は、ネットワーク モジュールを交換する必要があります。

• Cisco Unity Express NM の Online Insertion and Removal（OIR; 活性挿抜）は、Cisco 3745 ルータ
の場合にだけ可能です。代わりのモジュールは、元のモジュールと同じタイプである必要があ

ります。AIM の場合、活性挿抜は不可です。

注意 ネットワーク モジュールまたは AIM フラッシュ メモリ カードを交換する必要がある場合は、モ
ジュールをシャーシから取り外す前に Cisco Unity Express アプリケーションを手動でシャットダ
ウンして、ファイルの破損およびデータの損失を回避してください。
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バックアップおよび復元

Cisco Unity Express は、次のバックアップ機能および復元機能をサポートしていません。

• スケジューリングされたバックアップおよび復元。バックアップおよび復元は、適切なコマン

ドを入力したときに開始されます。

• メッセージ格納域の一元化。Cisco Unity Express のバックアップ ファイルを他のメッセージ ス
トアとともに使用したり、統合したりすることはできません。

• 選択的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のみが使用できま

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。

その他の制約事項

• Cisco Unity Express は組み込みシステムであり、Linux システムへのアクセスを提供しません。
他の Linux ベースのアプリケーションを Cisco Unity Express モジュールに追加することはでき
ません。

• Cisco Unity Express は、Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロ
トコル）を使用した管理および設定をサポートしていません。ただし、ハードウェア インベン
トリはこの例外です。

• Cisco Unity Express は、Cisco Networking Services（CNS）または Subnetwork Access Protocol（SNAP;
サブネットワーク アクセス プロトコル）による自動プロビジョニングをサポートしていませ
ん。

• Cisco Unity Express は、CiscoWorks configmaker をサポートしていません。
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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。ファイルのサイズを
500 KB より大きくすることはできません。グリーティングを録音したら、GUI オプション Voice
Mail > Prompts > Upload または Cisco Unity Express の CLI コマンド ccn copy 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、GUI の
Online Help（OLH; オンライン ヘルプ）または P.78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。CLI コマンドまたは GUI オプションを使用
して、ファイルを PC にダウンロードし、ファイル名を有意な名前に変更してから、Cisco Unity
Express にアップロードすることもできます。

自動受付スクリプトの設定

Cisco Unity Express には、1 組の自動受付プロンプトと 1 つのプロセスが用意されています。プロセ

スはスクリプトと呼ばれ、プロンプトに対する発信者の応答を処理するために使用されます。この

スクリプトを修正することで、発信者の特定の応答を異なる方法で処理できます。たとえば、発信

者が営業時間外に電話をかけた場合、特定のメールボックスにボイス メッセージを残すように指示

できます。

スクリプトを修正または新規作成するには、Microsoft Windows ソフトウェア ベースのスクリプト

エディタ ソフトウェアを使用します。このソフトウェアは Cisco Unity Express とともに提供されま

す。ガイドラインと手順については、『Cisco Unity Express Script Editor Guide』を参照してください。

ファイルのサイズを 1 MB より大きくすることはできません。

スクリプト ファイルを作成したら、そのファイルを PC に保存します。P.79の「自動受付スクリプ

ト ファイルのアップロード」または GUI オプション Voice Mail > Scripts を使用して、スクリプト

ファイルを自動受付アプリケーションにアップロードします。

AIM と NM の相違点
Cisco Unity Express は、AIM および NM の両方でサポートされます。Cisco Unity Express 機能は、次

の例外を除いて、どちらのモジュールにも同じ方法で作用します。

• AIM は、4 ポートのモジュールで、最大 50 個のボイスメールボックスおよび 8 時間のボイス
メッセージを保存します。NM は、8 ポートのモジュールで、最大 100 個のボイスメールボッ
クスおよび 100 時間のボイス メッセージを保存します。

• trace コマンドまたは log コマンドを NM に対して実行すると、データがディスクに自動的に保
存されます。AIM の場合、トレースおよびログ データはフラッシュ メモリに保存されません。
Cisco Unity Express の CLI コマンドを使用すると、AIM フラッシュ メモリにデータを保存でき
ます。

• Cisco Unity Express は、AIM フラッシュ メモリの使用量と消耗度を追跡します。この追跡は、
NM の場合は不要です。CLI コマンド show interface ide 0 または GUI オプション Reports >
System を使用すると、フラッシュ メモリの消耗度のデータが表示されます。
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ソフトウェア ライセンスおよび工場で設定される制限
工場で設定されるシステム制限は、注文したライセンスによって異なります。NM-CUE および

NM-CUE-EC の制限については、表 2 および表 3 を参照してください。AIM-CUE の制限について

は、表 4 および表 5 を参照してください。

表 2 NM-CUE および NM-CUE-EC のメールボックス、ストレージ時間、ポート、スクリプト、お
よびプロンプトのシステム容量

Cisco Unity Express 
ライセンス / ソフト
ウェア SKU

合計メール
ボックス スト
レージ（時間）

デフォルトの
メールボックス
サイズ（分）1

1. デフォルトのメールボックス サイズの計算には、General Delivery Mailbox（GDM; 共用メールボックス）への
割り当てが含まれています。

同時に使用できるボイスメール
および自動受付ポート /
セッションの数 スクリプト数 プロンプト数

SCUE-LIC-12CCM

SCUE-LIC-12CME

100 353 8 (NM-CUE)

16 (NM-CUE-EC)

8 50

SCUE-LIC-25CCM

SCUE-LIC-25CME

100 171 8 (NM-CUE)

16 (NM-CUE-EC)

8 50

SCUE-LIC-50CCM

SCUE-LIC-50CME

100 92 8 (NM-CUE)

16 (NM-CUE-EC)

8 50

SCUE-LIC-100CCM

SCUE-LIC-100CME

100 50 8 (NM-CUE)

16 (NM-CUE-EC)

8 50

表 3 NM-CUE および NM-CUE-EC のメールボックス、グループ、所有者、およびメンバーの最大数

Cisco Unity Express 
ライセンス / ソフト
ウェア SKU

個人用メール
ボックスの
デフォルト数

共用メール
ボックスの
デフォルト数

メール
ボックス
の総数 グループ数 所有者数 メンバー数

SCUE-LIC-12CCM

SCUE-LIC-12CME

12 5 17 20 400 880

SCUE-LIC-25CCM

SCUE-LIC-25CME

25 10 35 20 400 1000

SCUE-LIC-50CCM

SCUE-LIC-50CME

50 15 65 30 400 1000

SCUE-LIC-100CCM

SCUE-LIC-100CME

100 20 100 40 400 1000
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表 4 AIM-CUE のメールボックス、ストレージ時間、ポート、スクリプト、およびプロンプトのシ
ステム容量

Cisco Unity Express
ライセンス / ソフト
ウェア SKU

合計メール
ボックス スト
レージ（時間）1

1. 示されているストレージ値は、1 GB のコンパクト フラッシュ付き AIM-CUE の場合です。旧バージョンの 512 
MB コンパクト フラッシュ付き AIM-CUE は、4.5 時間（270 分）のメールボックス ストレージをサポートし
ます。Cisco Unity Express 2.1 を使用するには、以前の 512 MB コンパクト フラッシュ付き AIM-CUE モジュー
ルを 1 GB コンパクト フラッシュ AIM-CUE モジュールに交換することをお勧めします。

デフォルトの
メールボックス
サイズ（分）2

2. デフォルトのメールボックス サイズの計算には、General Delivery Mailbox（GDM; 共用メールボックス）への
割り当てが含まれています。

同時に使用できるボイスメール
および自動受付ポート /
セッションの数 スクリプト数 プロンプト数

SCUE-LIC-12CCM

SCUE-LIC-12CME

14 28 4（Cisco 2600XM、Cisco

2691）

6（Cisco 2800 シリーズ、

Cisco 3700 シリーズ、

Cisco 3800 シリーズ）

4 25

SCUE-LIC-25CCM

SCUE-LIC-25CME

14 13 4（Cisco 2600XM、Cisco

2691）

6（Cisco 2800 シリーズ、

Cisco 3700 シリーズ、

Cisco 3800 シリーズ）

4 25

SCUE-LIC-50CCM

SCUE-LIC-50CME

14 7 4（Cisco 2600XM、Cisco

2691）

6（Cisco 2800 シリーズ、

Cisco 3700 シリーズ、

Cisco 3800 シリーズ）

4 25

表 5 AIM-CUE のメールボックス、グループ、所有者、およびメンバーの最大数

Cisco Unity Express
ライセンス / ソフト
ウェア SKU

個人用メール
ボックスの
デフォルト数

共用メール
ボックスの
デフォルト数

メール
ボックス
の総数 グループ数 所有者数 メンバー数

SCUE-LIC-12CCM

SCUE-LIC-12CME

12 5 17 20 100 200

SCUE-LIC-25CCM

SCUE-LIC-25CME

25 10 35 20 100 200

SCUE-LIC-50CCM

SCUE-LIC-50CME

50 15 65 20 100 200
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Cisco Unity Express と他のボイスメール システムとのネットワーキング
Cisco Unity Express は、異なるサイトにあるボイスメール システムと Cisco Unity Express をネット

ワーク化する機能をサポートします。ユーザは、Cisco CallManager または Cisco CallManager Express

の通話制御プラットフォーム上に構成された互換性のあるボイスメール システムを使用するリ

モート ユーザとメッセージを送受信できます。サポートされる構成には次のものがあります。

• Cisco Unity Express と Cisco Unity Express

• Cisco Unity と Cisco Unity Express

• Cisco Unity Express と Cisco Unity

ネットワーキング機能の設定に関する詳細については、P.175の「Cisco Unity Express のネットワー

キング」を参照してください。

管理インターフェイス

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

• グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）：このユーザ フレンドリな Web ベースのイン
ターフェイスを使用して、すべてのボイスメール機能および自動受付機能を管理できます。

GUI は、Web ベースのアプリケーションに精通している管理者および Cisco IOS コマンド構造
に慣れていない管理者を対象としています。GUI のメニューおよびウィンドウを使用する場合
の設定手順については、『Cisco Unity Express GUI Administrator Guide for Cisco CallManager,
Release 2.1』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 コマンドからのみ使用可能です。管理者は、ルータとの Telnet
セッションを介してこのインターフェイスにアクセスします。

CLI は、インストール担当者、リセラー、サポート担当者、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。このような方にとっては、CLI を使用して
システムにアクセスしたほうが 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、P.31の「コマンド環境の開
始」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。

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 Version 6.0 以降のリリースを使用します。Cisco

Unity Express は、Netscape 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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Cisco Unity Express と Cisco Unity の相違点
Cisco Unity Express と Cisco Unity は、どちらもシスコのボイス メッセージ製品ファミリに含まれま

すが、同じアプリケーションではありません。相違点は、次のとおりです。

• Cisco Unity は Microsoft Windows ベースのアプリケーションであり、Microsoft Windows オペ
レーティング システムのメッセージ インフラストラクチャを使用します。Cisco Unity Express
は Linux ベースのアプリケーションです。

• Cisco Unit は通常、複数のサイトとネットワーク化できる中央に展開します。Cisco Unity Express
Release 2.1 は、ローカル ユーザにサービスを提供するスタンドアロン環境に展開できます。 

ただし、Cisco Unity Express システムの管理は、Cisco Unity Express アプリケーションが格納さ
れたルータと IP 接続できる任意の場所から行うことができます。ネットワーク内の複数のサイ
トが Cisco Unity Express を使用する場合は、1 台の PC またはサーバから個別に管理できます。
管理者は、PC またはサーバ上でブラウザを開いて各サイトの GUI にアクセスするか、Telnet
セッションを開いて各サイトの CLI にアクセスします。 

• Cisco Unity は 100 個以上のメールボックスをサポートしますが、Cisco Unity Express がサポー
トするメールボックスの数は 100 個以下です。

• Cisco Unity には Cisco Unity Express Release 2.1 より多くの機能があります。

Cisco Unity Express は Cisco Unity Release 3.1 のボイスメール プロンプト録音およびプロンプト フ

ローを使用します。したがって、ボイスメールのエンド ユーザは同じルックアンドフィールで使用

できます。
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Cisco Unity Express および Cisco CallManager の連動
Cisco CallManager は、テレフォニー機能を制御するソフトウェアです。Cisco CallManager は、ネッ

トワークに対する着信および発信を受け入れ、着信または発信の送信先を決定します。Cisco Unity

Express は、JTAPI を介して Cisco CallManager から送信された通話を受け入れ、Cisco CallManager

が JTAPI インターフェイスを介して通話を転送する場合には、H.323 および Media Gateway Control

Protocol（MGCP; メディア ゲートウェイ コントロール プロトコル）の通話を受け入れることがで

きます。

Cisco Unity Express は、ボイス メッセージと自動受付の機能を提供することで Cisco CallManager を

拡張するアプリケーションです。Cisco Unity Express モジュールには、ボイスメールおよび自動受

付のソフトウェアが含まれています。

Cisco CallManager にはデータベースがあり、電話ハードウェアの識別情報、電話機に関連付けられ

た内線番号、システム上のユーザ、ログイン情報、ルーティング先、通話処理機能、その他のシス

テム全体のパラメータが格納されています。

Cisco Unity Express のデータベースには、ボイスメールボックス、自動受付プロンプト、およびボ

イス メッセージに関する情報が格納されます。初期化手順および設定手順を実行する際は、必ず、

両方のデータベースが現在の情報を持つようにデータを保存してください。

Cisco Unity Express GUI ソフトウェアでは、ボイスメールおよび自動受付のパラメータを設定する

ことができます。また、サーバ、JTAPI ユーザ、および Computer Telephony Integration（CTI; コン

ピュータ /テレフォニー インテグレーション）ポートなどの一部の Cisco CallManager パラメータを

指定することができます。GUI は、プライマリ サーバが使用できない場合に、1 つのプライマリ

サーバと 2 つのバックアップ サーバの 最大 3 つの Cisco CallManager サーバを受け入れます。 

Cisco CallManager と Cisco Unity Express 間で WAN リンクがダウンした場合は、Cisco Unity Express

が Cisco CallManager からの通話を受け入れることができません。ただし、Cisco Unity Express モ

ジュール上の Session Initiation Protocol（SIP）サブシステムは、Cisco Unity Express モジュールを格

納しているルータの Cisco Survivable Remote Site Telephony（SRST）エンジンからの通話を受け入れ

ることができます。ボイスメールと自動受付のアプリケーションは、正常に機能します。Message

Waiting Indicator（MWI; メッセージ ウェイティング インジケータ）ライトは、更新されません。

WAN リンクがアクティブになると、Cisco Unity Express がそれを検出し、Cisco CallManager サーバ

に登録し直します。
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Cisco Unity Express と Cisco CallManager の相違点
Cisco Unity Express と Cisco CallManager は密接に連動しますが、Cisco Unity Express と Cisco

CallManager のユーザと管理者の定義方法は異なります。

• Cisco CallManager では、Web 管理者が Cisco CallManager パラメータなどのシステム コンポー
ネントを設定する必要があります。Cisco CallManager のユーザおよび管理者は Cisco
CallManager データベースに保存されます。Cisco CallManager は Web 管理者を電話ユーザとし
て取り扱いません。 

Cisco Unity Express では、設定済みの Cisco CallManager ユーザを Cisco Unity Express データベー
スにコピーできます。Cisco CallManager の管理者 ID は Cisco Unity Express データベースにコ
ピーできません。したがって、Cisco Unity Express の管理者 ID として割り当てることはできま
せん。 

• Cisco Unity Express では、ユーザ ID に使用できるのは、A ～ Z の大文字、a ～ z の小文字、0 ～
9 の数字、下線（_）、ドット（.）、およびダッシュ（-）だけです。ユーザ ID の先頭は英字にす
る必要があります。これ以外の文字を含む Cisco CallManager ユーザ ID は、Cisco Unity Express
データベースにコピーできません。 

• パスワードに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。

• ユーザ ID およびパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
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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。

Cisco Unity Express 関連マニュアル

関連項目 参照先

Cisco Unity Express の管理 • Cisco Unity Express CLI Administrator Guide for Cisco 
CallManager, Release 2.1

• Cisco Unity Express GUI Administrator Guide for Cisco 
CallManager, Release 2.1

• Cisco Unity Express CLI Administrator Guide for Cisco 
CallManager Express, Release 2.1

• Cisco Unity Express GUI Administrator Guide for Cisco 
CallManager Express, Release 2.1

• Cisco Unity Express Command Reference, Release 2.1

• Release Notes for Cisco Unity Express Release 2.1.1

Cisco Unity Express ボイスメー

ル スクリプト

Cisco Unity Express Script Editor Guide, Release 2.1

Cisco Unity Express ボイスメー

ル エンド ユーザ情報

• Cisco Unity Express Voice Mail System - Quick Start Guide,
Release 2.1

• Cisco Unity Express Voice-Mail System User’s Guide

Cisco モジュール ハードウェア

のインストール

• 『Cisco Network Modules Hardware Installation Guide』の第 22
章

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

• Advanced Integration Module Quick Start Guide

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

• AIM-CUE Slot Restriction on Cisco 3745 Routers

•

Cisco Unity Express ソフトウェ

アの著作権およびライセンス

• P.221の「付録 A：ソフトウェアの著作権とライセンス」

Technical Assistance Center

（TAC）による Cisco Unity 

Express のサポート マニュアル

Technical Notes for Cisco Unity Express

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/cmeguigd/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/cmeguigd/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/editorgd/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/tuirel11/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/hw_inst/aim_inst/aims_ins.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis26
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3700/hw_inst/aim_inst/noslot0.htm
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Cisco CallManager Release 4.1(2)

• Cisco CallManager Administration Guide, Release 4.1(2)

• Cisco CallManager System Guide, Release 4.1(2)

• Cisco CallManager Features and Services Guide, 
Release 4.1(2)

Release 4.0(1)：

• Cisco CallManager Administration Guide, Release 4.0(1)

• Cisco CallManager System Guide, Release 4.0(1)

• Cisco CallManager Features and Services Guide, 
Release 4.0(1)

Release 3.3(4)

• Cisco CallManager Administration Guide, Release 3.3(4)

• Cisco CallManager System Guide, Release 3.3(4)

• Cisco CallManager Features and Services Guide, Release 3.3(4)

Release 3.3(3)：

• Cisco CallManager Administration Guide, Release 3.3(3)

• Cisco CallManager System Guide, Release 3.3(3)

• Cisco CallManager Features and Services Guide, Release 3.3(3)

Cisco CallManager Express Release 3.2：

• Cisco CallManager Express 3.2 System Administrator Guide

• Cisco CallManager Express 3.2 Command Reference

• TAPI Developer Guide for Cisco CME/SRST

• XML Developer Guide for Cisco CME/SRST

• Integrating Cisco CallManager Express and Cisco Unity Express

Release 3.0：

• Cisco CallManager Express System Administrator Guide 3.0

• Cisco CallManager Express Command Reference 3.0

• Cisco SRST System Administrator’s Guide Version 3.0

• Integrating Cisco CallManager Express Versions 3.0 and 3.1 with
Cisco Unity Express

Cisco Unity • Networking in Cisco Unity Guide

Cisco ハードウェア プラット

フォーム

• Cisco 2600 Series Hardware Installation Guide

• Cisco 2600 series hardware configuration notes

• Voice features on Cisco 2600 series routers

• Cisco 2800 Series Hardware Installation

• Cisco 3700 Series Hardware Installation Guide

• Cisco 3700 series hardware configuration notes

• Software Configuration Guide

• Cisco 3800 Series Hardware Installation

関連項目 参照先

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/3_3/sys_ad/3_3_3/ccmfeat/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/3_3/sys_ad/3_3_3/ccmcfg/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/3_3/sys_ad/3_3_3/ccmsys/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/hw_inst/2600hig/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/hw_inst/hw_notes/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/sw_conf/vox_feat/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/2800/hw/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3700/hw_inst/3700hig/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3700/hw_inst/hw_notes/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3700/sw_conf/37_swcf/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/3800/hw/index.htm
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Cisco IOS 関連マニュアル

MIB

RFC

テクニカル サポート

関連項目 参照先

Cisco IOS 設定 • Cisco IOS Debug Command Reference, Release 12.3T

• Cisco IOS Voice Command Reference, Release 12.3T

（注） 一般的なボイス設定については、『Cisco IOS Voice
Configuration Library, Release 12.3』を参照してください。

Cisco IOS 設定例 Cisco Systems Technologies Web サイト

（http://cisco.com/en/US/tech/index.html）

（注） この Web サイトから、技術カテゴリおよび後続のサブ
カテゴリの階層を選択し、Technical Documentation >
Configuration Examples をクリックします。

Cisco IOS 音声トラブルシュー

ティング情報

Cisco IOS Voice Troubleshooting and Monitoring Guide

Cisco IP テレフォニー IP Telephony Solution Reference Network Design Guide

MIB MIB リンク

• CISCO-CUE-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

説明 リンク

Technical Assistance Center（TAC）ホーム ペー

ジには、検索可能な 30,000 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/public/support/tac/home.shtml

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123tcr/123tvr/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123cgcr/vcl.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123cgcr/vcl.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/solution/esm/iptele/index.htm
http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/public/support/tac/home.shtml
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Cisco Unity Express ソフトウェアの
設定

Cisco CallManager と Cisco Unity Express のすべてのハードウェアおよび Cisco CallManager ソフト

ウェアのインストールを完了したら、Cisco Unity Express ソフトウェアを設定します。この章では、

次の設定情報と手順について説明します。

• 前提条件（P.26）

• 新規 Cisco Unity Express ソフトウェア パッケージの設定（P.29）

－ Cisco Unity Express ソフトウェアへの IP 接続のアクティブ化（P.29）

－ EXEC モードと設定モード（P.31）

－ コマンド環境の開始（P.31）

－ コマンド環境の終了（P.32）
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前提条件

Cisco Unity Express の設定を開始する前に、Cisco CallManager システムをインストールしておく必

要があります。Cisco CallManager のインストールを実行しなかった、または現在実行していない場

合は、インストールの担当者、またはその他のサポート担当者に問い合せて次の手順が完了してい

るかどうかを確認してください。

1. （必須）Cisco CallManager および Cisco Unity Express のハードウェアをすべてインストールし、
機能を検証します。

a. 電話機を接続して Cisco CallManager サーバに登録します。

b. Cisco CallManager サーバに、Network Module（NM; ネットワーク モジュール）の設定をサ
ポートする Cisco IOS Release 12.3(4)T 以降のリリースまたは Advanced Integration Module
（AIM; 拡張統合モジュール）の設定をサポートする Cisco IOS Release 12.3(7)T 以降のリリー
スが構成されていることを確認します。 

c. NM の場合は、Enable LED が点灯していることを確認します。

（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。 

次の設定がルータに追加されている場合、Cisco IOS Release 12.3(4)T は、UPS デバイスへの
自動切り替えをサポートします。

line aux 0
privilege level 15
modem Dialin
autocommand service-module service-engine slot/0 shutdown no-confirm

ここで slot は Cisco Unity Express モジュールのスロット番号です。

2. （必須）Cisco CallManager ソフトウェアをインストールし、機能を検証します。

a. Cisco CallManager 設定 Web ページにアクセスできることが必要です。

b. service-engine インターフェイス上に ip unnumbered コマンドを設定するには、Cisco IOS ソ
フトウェアのコマンドをルータに対して実行して、Cisco Unity Express モジュールへのスタ
ティック ルートを作成します。次に例を示します。

ip route 10.3.6.128 255.255.255.255 Service-Engine1/0

この例では、10.3.6.128 は Cisco Unity Express モジュールの IP アドレスで、
Service-Engine1/0 は Cisco Unity Express モジュールのホストであるルータ スロットです。

c. NM の場合は、Cisco CallManager に 8 つの CTI ポートを設定します。AIM の場合は、Cisco
CallManager に 4 つの CTI ポートを設定します。Cisco CallManager オプションの Device >
Phones > Add new Phone を使用します。これらのポートは、通話を終了するために、Cisco
Unity Express アプリケーション（ボイスメール、自動受付、および Administration via
Telephone [AvT]）に割り当てられます。
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（注） Cisco CallManager に、過剰な CTI ポートを設定しないでください。過剰な CTI ポート
を設定すると、Cisco CallManager のスケーラビリティに影響し、Cisco CallManager がサ
ポートすることのできる他のデバイス数が制限されます。

d. Device > CTI Route Point オプションを使用して、Cisco CallManager に最低 2 つのルート ポ
イントを設定します。Cisco Unity Express のボイスメール アプリケーションが一方のルー
ト ポイントを使用し、自動受付アプリケーションが他方のルート ポイントを使用します。
Cisco Unity Express AvT を使用する予定の場合は、Cisco CallManager に 3 番目のルート ポ
イントを設定してください。

（注） Cisco CallManager に、過剰なルート ポイントを設定しないでください。過剰なルート
ポイントを設定すると、Cisco CallManager のスケーラビリティに影響し、Cisco
CallManager がサポートすることのできる他のデバイス数が制限されます。

e. User > Add new user オプションを使用して、Cisco CallManager の JTAPI ユーザを作成しま
す。Device Association オプションを使用して、この JTAPI ユーザに CTI ポートとルート ポ
イントを関連付けます（JTAPI ユーザには、Cisco Unity Express ボイスメールボックスが割
り当てられません。JTAPI ユーザは、Cisco CallManager への接続を確立するための Cisco
Unity Express のプレースホルダーです）。Enable CTI Application Use チェックボックスが、
この JTAPI ユーザに対してオンになっていることを確認します。

f. Cisco Unity Express ソフトウェアのインストール時に、Cisco Unity Express の管理者ユーザ
ID とパスワードを作成し、DNS サーバと NTP サーバの IP アドレスを指定します。この
ユーザ ID とパスワードは、初期化ウィザードにログインするときに必要になります。

g. 通話の処理が効率的に行われるように、Cisco Unity Express ルータにアクセス リストを設
定して、JTAPI トラフィックに優先順位を付けます。次の例を参考にしてください。

class-map match-all jtapi
match access-group 110

class-map match-all voice
match access-group 100

policy-map jtapi
class jtapi
set dscp cs3
bandwidth 20

class voice
set dscp af31
priority 320

class class-default
fair-queue

interface Serial0/1
ip address 192.168.10.0 255.255.255.0
service-policy output jtapi
clockrate 256000
no cdp enable

access-list 100 permit udp host 10.3.6.128 any range 16383 32727
access-list 110 permit tcp host 10.3.6.128 any eq 2748

ここで、10.3.6.128 は、Cisco Unity Express が格納されているモジュールの IP アドレスで
す。
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show policy-map interface コマンドの出力は、マーク付きパケットの数が増加しているこ
とを指し示す必要があります。次の例を参考にしてください。

Match: access-group 110
QoS Set
dscp cs3
Packets marked 334 <-----This number should increase.

3. （必須）Cisco Unity Express と通信する FTP サーバは、パッシブ FTP 要求をサポートしている必
要があります。この機能を FTP サーバに設定する方法については、FTP サーバのマニュアルを
参照してください。

4. （オプション）Cisco CallManager インターフェイスにユーザが作成されていない場合、すべて
のユーザ、グループ、およびユーザとグループの内線番号のリストを作成します。このリスト

により、多くのユーザと内線番号を簡単に設定できます。

5. （オプション）自動受付アプリケーションのオプション初期メッセージを作成します。自動受
付には、デフォルトの初期メッセージが用意されています。別のメッセージを .wav ファイルで
作成し、そのファイルを自動受付の設定の一部としてインストールできます。詳細については、

P.77の「自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルの録音」を参照してください。

6. （オプション）ビジネスの要件に合せて自動受付プロンプトのシーケンスをカスタマイズしま
す。詳細については、P.79の「自動受付スクリプトの設定」を参照してください。

7. （必須）Cisco Unity Express モジュールの IP アドレスを記録します。システムを構成するために
GUI にアクセスするには、この IP アドレスが必要です。
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新規 Cisco Unity Express ソフトウェア パッケージの設定
Cisco Unity Express を注文すると、Cisco Unity Express ソフトウェアと購入済みライセンスがモ

ジュールにインストールされた状態で工場から出荷されます。予備のモジュールも、ソフトウェア

とライセンスがインストールされた状態で付属します。

新規にインストールした Cisco Unity Express を設定するには、次の手順を実行する必要があります。

1. モジュールとルータ間の IP アドレス指定を設定します。P.29の「Cisco Unity Express ソフトウェ
アへの IP 接続のアクティブ化」を参照してください。

2. Cisco Unity Express ソフトウェアの設定を開始します。P.33の「設定タスク」を参照してくだ
さい。

Cisco Unity Express ソフトウェアへの IP 接続のアクティブ化

Cisco Unity Express モジュールをインストールしたら、Cisco CallManager と Cisco Unity Express アプ

リケーション間の IP 通信リンクをアクティブにします。

前提条件

ソフトウェアをアクティブにするために必要な情報は次のとおりです。

• Cisco Unity Express のホストである Cisco IOS ルータ上の Cisco Unity Express モジュールのス
ロット番号とユニット番号。

• Cisco Unity Express のホストである Cisco IOS ルータの IP アドレスとサブネット マスク、また
は unnumbered インターフェイスのタイプと番号。

• Cisco Unity Express モジュールの IP アドレス。この IP アドレスは、Cisco Unity Express のホス
トである Cisco IOS ルータと同じサブネット上にある必要があります。

• Cisco Unity Express ルータのデフォルト ゲートウェイの IP アドレス。この IP アドレスは、
Cisco Unity Express のホストである Cisco IOS ルータと同じ IP アドレスである必要があります。

概略手順

1. interface Service-Engine slot/unit

2. ip address router-ip-addr subnet-mask 
または、

ip unnumbered type number

3. service-module ip address cue-side-ip-addr subnet-mask

4. service-module ip default-gateway gw-ip-addr

5. exit
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詳細手順

例

次の例は、IP 接続をアクティブにする手順を示しています。

Router(config)# interface Service-Engine 1/0
Router(config-if)# ip address 10.0.0.9 255.0.0.0
Router(config-if)# service-module ip address 10.0.0.10 255.0.0.0
Router(config-if)# service-module ip default-gateway 10.0.100.10
Router(config-if)# exit

次の作業

Cisco Unity Express モジュールへの接続を設定したら、Cisco Unity Express コマンド環境を開始し、

アプリケーションの設定を開始します。P.31の「コマンド環境の開始」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 interface Service-Engine slot/unit

例 :
Router(config)# interface Service-Engine 2/0

インターフェイス設定モードを開始します。

ステップ 2 ip address router-ip-addr subnet-mask

ip unnumbered type number

例 :
Router(config-if)# ip address 172.16.231.195 
255.255.0.0

または、

例 :
Router(config-if)# ip unnumbered FastEthernet 
0/0

Cisco Unity Express のホストである Cisco IOS ルータ

の IP アドレスとサブネットを指定します。

Cisco Unity Express のホストである Cisco IOS ルータ

のインターフェイス タイプと番号を指定します。

ステップ 3 service-module ip address cue-side-ip-addr 
subnet-mask

例 :
Router(config-if)# service-module ip address 
172.16.231.190 255.255.0.0

Cisco Unity Express モジュール インターフェイスの

IP アドレスを指定します。この IP アドレスは、Cisco

Unity Express のホストである Cisco IOS ルータと同

じサブネット上にある必要があります。

ステップ 4 service-module ip default-gateway gw-ip-addr

例 :
Router(config-if)# service-module ip 
default-gateway 172.16.231.195

Cisco Unity Express のホストである Cisco IOS ルータ

の IP アドレスを指定します。

ステップ 5 exit

例 :
Router(config-if)# exit

インターフェイス設定モードを終了します。



Cisco Unity Express ソフトウェアの設定
新規 Cisco Unity Express ソフトウェア パッケージの設定

31
Cisco Unity Express CLI アドミニストレータ ガイド Cisco CallManager Release 2.1

OL-7568-01-J

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、ディスク クラッシュなどの深刻な障害が発生した場合に利用で

きる最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

Cisco Unity Express ソフトウェアの新規インストールの場合は、この手順を開始する前に、P.26の

「前提条件」および P.29の「Cisco Unity Express ソフトウェアへの IP 接続のアクティブ化」を参照

してください。

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。

4. service-module service-engine slot/port session

5. 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 CallManager 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。
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次の作業

P.33の「設定タスク」を参照してください。 

コマンド環境の終了

Cisco Unity Express コマンド環境を離れ、ルータのコマンド環境に戻る必要がある場合は、以下の

手順に従います。

概略手順

1. Cisco Unity Express EXEC モードに戻ります。

2. CTRL キー、SHIFT キー、6 キーを同時に押してから、小文字の x を入力します。

詳細手順

ステップ 4 service-module service-engine 
slot/port session

例 :
Router# service-module 
service-engine 1/0 session

スロットとポートに配置されているモジュールを使用し

て、Cisco Unity Express コマンド環境を開始します。プロン

プトが「se」に変わり、Cisco Unity Express モジュールの IP

アドレスが表示されます。

メッセージ

「Trying ip-address slot/port ...

Connection refused by remote host」

が表示された場合は、次のコマンドを入力します。

service-module service-engine slot/port session clear
次に、ステップ 4 を再実行します。

ステップ 5 enable

例 :
se-10-0-0-0# enable

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

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 exit

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

設定モードの exit コマンドを使用して、EXEC モードに戻

ります。

ステップ 2 CTRL-SHIFT-6 x

例 :
se-10-0-0-0# CTRL-SHIFT-6 x
Router#

CTRL キー、SHIFT キー、6 キーを同時に押してから、小

文字の x を入力します。

（注） Cisco IOS Release 12.3(11)T 以降の場合は、代わりに
EXIT コマンドを使用します。
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設定タスク

あらかじめ必要な操作が完了したら、設定タスクを開始します。この章では、Cisco Unity Express を

設定するための推奨タスクを示します。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.34）

• GUI および初期化ウィザードを使用したシステムの設定（P.34）

• 初期のタスク（P.35）

• 運用時のタスク（P.41）

• 必要に応じて実行するタスク（P.41）
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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、P.31の

「コマンド環境の開始」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 および初期化ウィザード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 CallManager インターフェイス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最初に表

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 for Cisco CallManager, Release 2.1』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/ccmguigd/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/ccmguigd/index.htm


設定タスク

初期のタスク

35
Cisco Unity Express CLI アドミニストレータ ガイド Cisco CallManager Release 2.1

OL-7568-01-J

初期のタスク

表 6 に、一連の初期の設定タスク、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 6 設定タスク シーケンス

タスクおよび手順の参照先 必要な追加情報

1. JTAPI パラメータの設定（P.66） • JTAPI ユーザ ID、パスワード、および資格。

• CTI ポート。

• Cisco CallManager サーバのホスト名または IP アドレス。

2. システムの言語の設定（P.91） Release 2.1 は、購入時に選択した 1 言語のインストールをサポートします。そ

の言語がシステム プロンプトのデフォルトとなります。

3. ボイスメール アプリケーションの
設定（P.68）

• ボイスメールに同時にアクセス可能な最大ユーザ数。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、P.16の「ソフトウェア ライセンスおよび工場で設定される
制限」を参照して最大数を調べます。

• ボイスメール システムにアクセスするための電話番号。

4. 自動受付アプリケーションの設定
と管理（P.72）

• 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、P.77の「自動受付グリーティングまたはプ
ロンプト ファイルの録音」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最大発信者数。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、P.16の「ソフトウェア ライセンスおよび工場で設定される制限」を
参照して最大数を調べます。

5. Administration via Telephone アプリ
ケーションの設定（P.71）

• Administration via Telephone（AvT）にアクセスするための電話番号。

6. 自動受付プロンプトの設定（P.77） • 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。

7. 自動受付スクリプトの設定（P.79） • 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 Script Editor Guide』を参照してください。

• スクリプトのファイル名。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/edrgd21/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/edrgd21/index.htm
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8. アプリケーションの JTAPI トリ
ガーの設定（P.80）

• 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、およびグリーティング管理システム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最大発信者数または最大セッション

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最大数を超

えることはできません。ポートの最大数については、P.16の「ソフトウェ
ア ライセンスおよび工場で設定される制限」を参照してください。各アプ
リケーションの最大数は、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。

9. システム全体のメールボックスの
デフォルト値の設定（P.89）

• 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ストレージ

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

れる最大ストレージです。 

• 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 2.1
は、次の 4 つの言語のいずれか 1 つをサポートします。

－ アメリカ英語

－ ヨーロッパのフランス語

－ ドイツ語

－ ヨーロッパのスペイン語

• メールボックス サイズ：メールボックス内のボイス メッセージのストレー
ジの最大秒数。工場出荷時のデフォルト値は、最大ストレージ容量をメー

ルボックスの最大数（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 件あたりの最大秒数。
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 グリーティングの最大時間。

• 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。

表 6 設定タスク シーケンス （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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10. ユーザの追加と変更（P.108） • ユーザ名：ユーザ ID。ユーザ名は 3 ～ 32 文字の長さである必要がありま
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。この名前は、引用符（“
”）で囲んで入力します。

• （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。グループが存在しない場合は、次の手順で作成します。

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

指定する必要があります。

• パスワード：ユーザの一時的な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。ユーザが初めて GUI
にログインするときは、パスワードの変更を求められます。Release 1.0 で
は、ユーザのパスワードは無期限に有効です。

• PIN：個人識別番号（Personal Identification Number）。PIN の長さは、3 ～ 16
桁の数字にする必要があります。ユーザが初めてボイスメール システムに
ログインするときは、PIN の変更を求められます。Release 1.0 では、PIN は
無期限に有効です。

GUI を使用してユーザまたはグループを作成する場合、パスワードと PIN を処

理するためのポリシーを決定する必要があります。 

ヒント ボイスメール システムのセキュリティ レベルを決定する必要があり
ます。GUI にアクセスするパスワードとボイスメールボックスにアク
セスする PIN を新規ユーザに要求すると、不正なユーザがシステム
または他のユーザのメールボックスにアクセスしにくくなります。た
だし、パスワードと PIN を割り当てない場合は、ユーザが初めてシ
ステムまたはメールボックスを利用する際、簡単にアクセスできま
す。 

Cisco Unity Express で新規ユーザごとにパスワードと PIN をランダムに生成す

るか、またはパスワードと PIN を空白にするかを決定します。 

どの方法でユーザを作成しても、各新規ユーザおよび Cisco CallManager からコ

ピーされた各ユーザは、初めてボイスメール システムにログインする際に、パ

スワードと PIN の変更を要求されます。

表 6 設定タスク シーケンス （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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11. グループの追加と変更（P.113） 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。

グループは、この番号に関連付けられたメールボックスを持つ必要はありませ

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、そのユーザは最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。

表 6 設定タスク シーケンス （続き）

タスクおよび手順の参照先 必要な追加情報



設定タスク

初期のタスク

39
Cisco Unity Express CLI アドミニストレータ ガイド Cisco CallManager Release 2.1

OL-7568-01-J

12. ボイスメールボックスの作成と変
更（P.117）

• デフォルト 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

数を表すメールボックス サイズ。Cisco Unity Express は、システム上の最
大メールボックス数と最大記憶域に基づいてデフォルト値を計算します。

オプションとして、個々のユーザのサイズ値を変更できます。 

• デフォルト メッセージ ストレージ時間。

メッセージ ストレージ時間は、システムが古いメッセージを保存する日数
です。メッセージがこのストレージ時間に近づくと、ユーザは、そのメッ

セージを再保存または削除するように警告されます。最大ストレージ時間

に達してもユーザがアクションを実行しない場合、メッセージはシステム

から削除されます。 

• デフォルト メッセージ長。

メッセージ長は、ボイスメールボックスに保存されるメッセージの最大秒

数を表します。発信者がこれよりも長いメッセージを残そうとしても、最

大時間に達した時点で切断されます。Cisco Unity Express は、メールボック
スのデフォルトの記憶域に基づいてデフォルト値を計算します。ユーザご

とに長さの値を変更できます。 

• 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。

（注） 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。

• メールボックスで使用するグリーティング（標準グリーティングまたはオ

プション グリーティング）。 

表 6 設定タスク シーケンス （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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13.（オプション）ネットワーク ロケー
ションの設定（P.178）

• 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
の最大長は 7 桁の数字です。Release 2.1 は最大 500 のロケーションをサポー
トしています。

• （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。

• 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。

• 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。プレフィックスの最大長は 15 桁の数字です。

• ボイスメール システム内線番号の長さ。

• 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。

表 6 設定タスク シーケンス （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

表 7 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 8 に示すタスクを必要に応じて実行します。

表 7 運用時のタスク

タスク 参照先

システム データのバックアップと復元 P.134の「ファイルのバックアップ」 および P.137の

「ファイルの復元」

システムの状態の監視 トラブルシューティングに関するガイドライン

（P.146）

表 8 必要に応じて実行する設定タスク

タスク 参照先

ボイスメールボックスの追加、表示、修正、お

よび削除

ボイスメールボックスの作成と変更（P.117）

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.123）

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.108）

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.113）

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.108）

ボイスメールボックスのサイズまたはストレー

ジ時間の変更

システム全体のメールボックスのデフォルト値

の設定（P.89）

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.72）

自動受付プロンプトの追加、修正、および削除 自動受付プロンプトの設定（P.77）

自動受付スクリプトの追加、修正、および削除 自動受付スクリプトの設定（P.79）

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.146）

Cisco CallManager サーバ、Web ユーザ、および

JTAPI ユーザの追加、表示、修正、および削除

JTAPI パラメータの設定（P.66）

CTI ポートの追加、表示、修正、および削除 Cisco Unity Express を Cisco CallManager に実装

するための前提条件（P.10）
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Cisco Unity Express ソフトウェアの
インストールとアップグレード

この章では、既存の Cisco Unity Express システムのライセンス サイズまたはソフトウェア リリース

のアップグレード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。

• 新規ライセンスへのアップグレード（P.44）

• 新しいソフトウェア イメージのインストール（P.48）

• 既存のソフトウェア イメージのアップグレード（P.54）

• ブート ヘルパを使用したソフトウェア イメージのインストール（P.58）
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新規ライセンスへのアップグレード

サポートされるメールボックスの数を増やすには、この手順を実行します。

（注） 設定済みのシステムの場合は、ライセンス タイプを Cisco CallManager から Cisco CallManager
Express に変更することはできません。変更するには、システムを再インストールし、再設定する
必要があります。データを復元することはできません。 
ただし、初期化ウィザードを実行する前に、ライセンス タイプを変更することはできます。

（注） メールボックス ライセンスの規模を縮小する場合は、新規ライセンスをダウンロードする前に、シ
ステムが新しいライセンス制限を超過していないことを確認してください。たとえば、50 個のメー
ルボックス ライセンスを 12 個のメールボックス ライセンスに縮小する場合、12 個を超える設定
済みメールボックスがシステムに存在しないことを確認します。12 個を超えるメールボックスが
存在する場合は、ライセンスを縮小する前に、超過分のメールボックスを削除してください。

タスク シーケンス

新規ライセンスにアップグレードするには、次の一連のタスクを実行する必要があります。

1. コンフィギュレータでライセンス SKU を注文します。次のリストからパッケージを選択しま
す。

• 12 メールボックス パッケージ：SCUE-LIC-12CCM=

• 25 メールボックス パッケージ：SCUE-LIC-25CCM=

• 50 メールボックス パッケージ：SCUE-LIC-150CCM=

• 100 メールボックス パッケージ：SCUE-LIC-100CCM=

2. Cisco.com からライセンス ファイルをダウンロードします。P.45の「ライセンス ファイルのダ
ウンロード」を参照してください。

3. 現在のコンフィギュレーションを保存します。

4. 新しいライセンス ファイルをインストールします。P.46の「新しいソフトウェア ライセンス
ファイルのインストール」を参照してください。

5. 初期化ウィザードを実行します。

6. システムを再起動します。
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ライセンス ファイルのダウンロード

適切なライセンス SKU を注文したら、対応するライセンス ファイルとインストーラ ファイルをダ

ウンロードします。

前提条件

• Cisco Unity Express アプリケーションを保存する FTP サーバの IP アドレスまたは名前を用意し
ます。FTP サーバがアクセス可能であることを確認します。

概略手順

1. Cisco Software Center Web サイトの Cisco Unity Express ページに移動します。 

2. 下に示すリストのうち、適切なライセンス ファイルをダウンロードします。

3. ファイルを FTP サーバにコピーします。

詳細手順

ステップ 1 Cisco Software Center Web サイト（http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/sw-voice.shtml）の Cisco

Unity Express ページに移動します。 

ステップ 2 次のリストのうち、適切なライセンス ファイルをダウンロードします。

－ cue-vm-license_12mbx_ccm_2.1.x.pkg

－ cue-vm-license_25mbx_ccm_2.1.x.pkg

－ cue-vm-license_50mbx_ccm_2.1.x.pkg

－ cue-vm-license_100mbx_ccm_2.1.x.pkg

ステップ 3 ファイルを FTP サーバにコピーします。

次の作業

現在のコンフィギュレーションを保存します。作業が完了したら、新しいライセンス ファイルをイ

ンストールします。
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新しいソフトウェア ライセンス ファイルのインストール

この項では、オンライン インストーラを使用して新しいソフトウェア ライセンスをインストール

する手順について説明します。

（注） Release 1.X ライセンス ファイルの Release 2.X システムへのインストールは、サポートされていま
せん。

（注） ブート ヘルパを使用して新しい言語をインストールすることもできますが、完全インストールを
実行する必要があります。P.58の「ブート ヘルパを使用したソフトウェア イメージのインストー
ル」を参照してください。 

前提条件

オンライン インストーラを使用してソフトウェア ライセンス ファイルをインストールするには、

次の情報が必要です。

• FTP サーバのユーザ ID

• FTP サーバのパスワード

• ライセンス パッケージ名（ライセンス パッケージのリストについては、P.16の「ソフトウェ
ア ライセンスおよび工場で設定される制限」を参照）

概略手順

1. 現在のコンフィギュレーションを保存します。

2. software install コマンドを入力して、新しいライセンス ソフトウェアをインストールします。

3. y を入力して、インストールを続行します。

4. ライセンスのモジュールをリロードして、有効にします。

詳細手順

ステップ 1 write コマンドを次のように使用して、現在のコンフィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションに保存します。

se-172-16-0-0# write

ステップ 2 software install コマンドを次のように入力して、新しいソフトウェアをインストールします。

se-172-16-0-0# software install clean url 
ftp://ftp_server_ip_address/path/cue-vm-license_25mbx_ccm_2.1.1.pkg url username 
username password password

または、FTP サーバが設定されている場合にソフトウェアをインストールするには、次のコマンド

を入力します。

se-172-16-0-0# software install clean cue-vm-license_25mbx_ccm_2.1.1.pkg
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（注） FTP サーバを設定するには、『Cisco Unity Express Command Reference』の software download
server コマンドに関する説明を参照してください。

ステップ 3 y を入力して、インストールを続行します。

WARNING:: This command will install the necessary software to
WARNING:: complete a clean install.  It is recommended that a backup be done
WARNING:: before installing software.

Would you like to continue? [n] y

ステップ 4 ライセンスのモジュールをリロードして、有効にします。モジュールをリロードする前に、引き続

き別のインストールまたはアップグレードを実行することもできます。

se-172-16-0-0# reload

次の作業

• show software license コマンドを入力して、ソフトウェア ライセンス タイプを確認します。

（注） 新しいライセンスでシステムをまだリロードしていない場合、古いライセンス情報が表示

されます。

se-172-16-0-0# show software license

Core:
 - Application mode: CCM
 - Total usable system ports: 8

Voicemail/Auto Attendant:
 - Max system mailbox capacity time: 6000
 - Default # of general delivery mailboxes: 20
 - Default # of personal mailboxes: 100

 - Max # of configurable mailboxes: 120

Languages:
 - Max installed languages: unlimited
 - Max enabled languages: 2
se-172-16-0-0#

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/cmdref/index.htm
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新しいソフトウェア イメージのインストール
この項では、アプリケーションにあるソフトウェア インストーラを使用して Cisco Unity Express ソ

フトウェアの新しいリリースをインストールする手順について説明します。

（注） この手順は、ネットワーク モジュール（NM）または 1 GB の AIM が搭載されたシステムで実行可
能です。ご使用のシステムに 512 MB の AIM が搭載されている場合は、P.58の「ブート ヘルパを
使用したソフトウェア イメージのインストール」を参照してください。

このインストール方法は「クリーン」インストールと呼ばれ、ディスクの消去と区画の再設定が行

われてから、そのディスクにすべての新しいファイルが保存されます。クリーン インストールで

は、コンフィギュレーションとデータを復元する必要があります。

（注） Cisco Unity Express Release 2.0.1 以前に戻す場合は、クリーン インストールを完了した後で、その
リリースのライセンス ファイルを再インストールする必要があります。

Cisco Unity Express が動作し続けている間に、バックグラウンドでソフトウェア ファイルがダウン

ロードされます。ダウンロードの終了後は、Cisco Unity Express の動作が中断されている間にファ

イルがダウンロードされるのを待つことなく、常にアップグレードを実行できます。

この項には、次のサブセクションがあります。

• 前提条件（P.48）

• タスク シーケンス（P.49）

• 新しいソフトウェア イメージのダウンロードとインストール（P.49）

• 次の作業（P.53）

前提条件

• Cisco Unity Express 2.0.1 以降のリリースがインストールされていることを確認します。それよ
り前のリリースがシステムにインストールされている場合は、P.58の「ブート ヘルパを使用し
たソフトウェア イメージのインストール」の手順に従います。

• FTP サーバが設定され、アクティブであることを確認します。

• 次の情報が必要です。

－ FTP サーバの IP アドレス

－ FTP サーバのユーザ ID

－ FTP サーバのパスワード

－ ソフトウェア パッケージの名前

• FTP サーバから Cisco Unity Express ネットワーク モジュールを ping できることを確認します。

• Cisco Unity Express が DNS を使用するように設定されている場合は、FTP サーバの識別にホス
ト名を使用できます。Cisco Unity Express が DNS を使用するように設定されていない場合は、
FTP サーバの IP アドレスを使用します。
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タスク シーケンス

新しいソフトウェア イメージをインストールするには、次の一連のタスクを実行する必要がありま

す。

1. データおよびコンフィギュレーション ファイルをバックアップします。P.134の「ファイルの
バックアップ」を参照してください。

2. ソフトウェア イメージ ファイルをダウンロードおよびインストールします。P.49の「新しい
ソフトウェア イメージのダウンロードとインストール」を参照してください。

3. データおよびコンフィギュレーション ファイルを復元します。P.137の「ファイルの復元」を
参照してください。

（注） Cisco Unity Express release 2.0.1 以前に戻す場合は、そのリリースのライセンス ファイルを
再インストールする必要があります。P.44の「新規ライセンスへのアップグレード」を参
照してください。

4. システムを再起動します。

新しいソフトウェア イメージのダウンロードとインストール

新しい Cisco Unity Express ソフトウェア イメージをインストールするには、この手順を実行します。

（注） データおよびコンフィギュレーション ファイルをまだバックアップしていない場合は、インストー
ルを開始する前にバックアップします。P.134の「ファイルのバックアップ」を参照してください。

概略手順

1. Cisco Software Center Web サイト（http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/sw-voice.shtml）の
Cisco Unity Express ページに移動します。 

2. Cisco Unity Express のソフトウェア ファイルをダウンロードします。

3. ソフトウェア ファイルを FTP サーバにコピーします。

4. （オプション）software download clean コマンドを入力して、FTP サーバから新しいソフトウェ
アをダウンロードします。

（注） software download コマンドはオプションですが、インストールのステージングに役立ちま
す。このコマンドではソフトウェア ファイルがハード ディスク上に保存されるため、後続
のインストール時またはアップグレード時に時間を短縮できます。

5. （ステップ 4 を実行した場合は必須）。y を入力して、インストールを続行します。

6. 言語選択メニューから言語バージョンを選択します。

7. 言語選択メニューを終了するには、x を入力します。

8. （オプション）software download status コマンドを入力して、ダウンロードの状態を確認します。

9. software install clean コマンドを入力して、新しいソフトウェアをインストールします。

インストールが完了すると、システムは自動的にリロードします。



Cisco Unity Express ソフトウェアのインストールとアップグレード
新しいソフトウェア イメージのインストール

50
Cisco Unity Express CLI アドミニストレータ ガイド Cisco CallManager Release 2.1

OL-7568-01-J

10. y を入力して初期設定を開始します。

11. フラッシュ メモリに保存されているコンフィギュレーションを復元するには y を、コンフィ
ギュレーションの復元にバックアップを使用するには n を入力します。

12. Cisco Unity Express の管理者 ID を入力します。この ID は Cisco Unity Express GUI にログインす
るためのユーザ名です。

詳細手順

ステップ 1 Cisco Software Center Web サイト（http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/sw-voice.shtml）の Cisco

Unity Express ページに移動します。 

ステップ 2 Cisco Unity Express のソフトウェア ファイルをダウンロードします。

－ cue-vm.2.1.x.pkg（主要パッケージ ファイル）

－ cue-vm-full.2.1.x.prt1（ボイスメール アプリケーション）

－ cue-vm-lang-pack.2.1.x.pkg（言語パッケージ ファイル）

－ cue-vm-language-pack.2.1.x.prt1（言語プロンプト）

ここで language は、de_DE（ドイツ語）、en_US（アメリカ英語）、es_ES（ヨーロッパの
スペイン語）、または fr_FR（ヨーロッパのフランス語）のいずれかです。

ステップ 3 ソフトウェア ファイルを FTP サーバにコピーします。

ステップ 4 （オプション）software download clean コマンドを次のように入力して、FTP サーバから新しいソフ

トウェアをダウンロードします。

se-172-16-0-0# software download clean url 
ftp://ftp_server_ip_address/cue-vm.2.1.1.pkg username username password password

または、FTP サーバがインストールされている場合は、次を入力します。

se-172-16-0-0# software download clean pkg cue-package.pkg

（注） FTP サーバが設定モードで設定されている場合、FTP パラメータを使用する必要はありま
せん。FTP サーバを設定するには、『Cisco Unity Express Command Reference』の software
download server コマンドに関する説明を参照してください。

ステップ 5 （ステップ 4 を実行した場合は必須）y を入力して、ダウンロードを続行します。

WARNING:: This command will download the necessary software to
WARNING:: complete a clean install.  It is recommended that a backup be done
WARNING:: before installing software.

Would you like to continue? [n] y

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/cmdref/index.htm
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ステップ 6 言語選択メニューから言語バージョンを選択します。

Language Selection Menu:

Num.     Selected  Installed  Language Name
-------------------------------------------
1 FRA CUE Voicemail European French (2.1.0) 

 2 ESP CUE Voicemail European Spanish (2.1.0) 
3 DEU CUE Voicemail German (2.1.0) 
4 ENG CUE Voicemail US English (2.1.0)

Available commands are:
# - enter the number for the language to select one
r # - remove the language for given #
i # - more information about the language for given #
x - Done with language selection

>4

ステップ 7 選択した言語には、言語選択メニュー内に「*」が表示されます。このメニューを使用して、言語

の追加、削除、または言語に関する情報の取得を行います。終了するには、x を入力します。

Language Selection Menu:

Num.     Selected  Installed  Language Name
-------------------------------------------
1 FRA CUE Voicemail European French (2.1.0) 

 2 ESP CUE Voicemail European Spanish (2.1.0) 
3 DEU CUE Voicemail German (2.1.0) 
4 * ENG CUE Voicemail US English (2.1.0)

Available commands are:
# - enter the number for the language to select one
r # - remove the language for given #
i # - more information about the language for given #
x - Done with language selection

>x

この時点で新しいソフトウェアが FTP サーバからロードされ、システムが再起動します。

（注） ソフトウェアのダウンロード時には、これ以外のユーザ入力は求められません。ソフトウェ

ア パッケージは、FTP サーバから Cisco Unity Express ネットワーク モジュールにダウンロー
ドされます。

ステップ 8 （オプション）software download status コマンドを次のように入力して、ダウンロードの状態を確
認します。

se-172-16-0-0# software download status 
Download request in progress.
downloading file : cue-vm.2.2.prt1
bytes downloaded : 18612224
se-172-16-0-0# 

se-172-16-0-0# software download status
Download request completed successfully.
se-172-16-0-0# 
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ステップ 9 software install clean コマンドを次のように入力して、新しいソフトウェアをインストールします。

注意 この操作を行うと、ディスク内容が消去されます。この操作の実行後は、すべてのコン

フィギュレーションとボイス メッセージが失われます。将来のアップグレードおよびイ
ンストールのために、バックアップが行われていることを確認してください。バックアッ

プが行われていない場合はこの手順を中断し、先にバックアップを行ってください。

se-172-16-0-0# software install clean url ftp://ftp_server_ip_address/cue-vm.2.1.1.pkg 
username username password password

または、FTP サーバが設定されている場合にソフトウェアをインストールするには、次のコマンド

を入力します。

se-172-16-0-0# software install clean cue-package.pkg

（注） FTP サーバを設定するには、『Cisco Unity Express Command Reference』の software download
server コマンドに関する説明を参照してください。

ステップ 10 y を入力して初期設定を開始します。

IMPORTANT::
IMPORTANT::    Welcome to Cisco Systems Service Engine
IMPORTANT::     post installation configuration tool.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: This is a one time process which will guide
IMPORTANT:: you through initial setup of your Service Engine.
IMPORTANT:: Once run, this process will have configured
IMPORTANT:: the system for your location.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: If you do not wish to continue, the system will be halted
IMPORTANT:: so it can be safely removed from the router.
IMPORTANT::

Do you wish to start configuration now (y,n)? y

ステップ 11 y または n のいずれか適切な応答を入力します。次の出力を確認してコンフィギュレーションに必

要なものを判断します。

（注） 新規インストールの場合、またはフラッシュが消去された場合は、次の出力は表示されま

せん。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/cmdref/index.htm
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IMPORTANT::
IMPORTANT:: A Cisco Unity Express configuration has been found in flash.
IMPORTANT:: You can choose to restore this configuration into the
IMPORTANT:: current image.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: A stored configuration contains some of the data from a
IMPORTANT:: previous installation, but not as much as a backup. For
IMPORTANT:: example: voice messages, user passwords, user PINs, and
IMPORTANT:: auto attendant scripts are included in a backup, but are
IMPORTANT:: not saved with the configuration.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: If you are recovering from a disaster and do not have a
IMPORTANT:: backup, you can restore the saved configuration.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: If you are going to restore a backup from a previous
IMPORTANT:: installation, you should not restore the saved configuration.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: If you choose not to restore the saved configuration, it
IMPORTANT:: will be erased from flash.
IMPORTANT::

Would you like to restore the saved configuration? (y,n)

ステップ 12 Cisco Unity Express の管理者 ID を入力します。この ID は Cisco Unity Express GUI にログインするた

めのユーザ名です。

MPORTANT::
IMPORTANT::        Administrator Account Creation
IMPORTANT::
IMPORTANT:: Create an administrator account. With this account,
IMPORTANT:: you can log in to the Cisco Unity Express GUI and
IMPORTANT:: run the initialization wizard.
IMPORTANT::

Enter administrator user ID:
  (user ID): Admin
Enter password for admin:
  (password): ******
Confirm password for admin by reentering it:
  (password): ******

SYSTEM ONLINE
se-172-16-0-0>

次の作業
1. データおよびコンフィギュレーション ファイルを復元します。P.137の「ファイルの復元」を
参照してください。

（注） システムのバックアップ ファイルがなく、データの復元を実行できない場合は、『Cisco
Unity Express GUI Administrator Guide for Cisco CallManager, Release 2.1』の説明に従って初
期化ウィザードを実行してください。

2. Cisco Unity Express Release 2.0.1 以前をインストールした場合は、そのリリースのライセンス
ファイルを再インストールします。P.44の「新規ライセンスへのアップグレード」を参照して
ください。

3. システムを再起動します。

4. Cisco Unity Express コマンド環境を開始します。P.31の「コマンド環境の開始」を参照してく
ださい。
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既存のソフトウェア イメージのアップグレード
この項では、アプリケーションにあるソフトウェア インストーラを使用して Cisco Unity Express ソ

フトウェアの既存リリースをアップグレードする手順について説明します。

既存イメージのアップグレードでは、新しいソフトウェア イメージの作成に必要なディスク上の

ファイルだけが置き換えられます。既存のコンフィギュレーションおよびボイスメールは消去され

ません。

（注） Cisco Unity Express ソフトウェアをアップグレードする場合は、言語の選択を求められませ
ん。言語は設定時のままになります。

Cisco Unity Express が動作し続けている間に、バックグラウンドでソフトウェア ファイルがダウン

ロードされます。ダウンロードの終了後は、Cisco Unity Express の動作が中断されている間にファ

イルがダウンロードされるのを待つことなく、常にアップグレードを実行できます。

この項には、次のサブセクションがあります。

• 前提条件（P.54）

• タスク シーケンス（P.54）

• アップグレード イメージのダウンロードとインストール（P.55）

• 次の作業（P.58）

前提条件

• Cisco Unity Express 2.0.1 がインストールされていることを確認します。

• FTP サーバが設定され、アクティブであることを確認します。

• 次の情報が必要です。

－ FTP サーバの IP アドレス

－ FTP サーバのユーザ ID

－ FTP サーバのパスワード

－ ソフトウェア パッケージの名前

• FTP サーバから Cisco Unity Express ネットワーク モジュールを ping できることを確認します。

• Cisco Unity Express が DNS を使用するように設定されている場合は、FTP サーバの識別にホス
ト名を使用できます。Cisco Unity Express が DNS を使用するように設定されていない場合は、
FTP サーバの IP アドレスを使用します。

タスク シーケンス

新しいソフトウェア イメージにアップグレードするには、次の一連のタスクを実行する必要があり

ます。

1. （推奨）データおよびコンフィギュレーション ファイルをバックアップします。P.134の「ファ
イルのバックアップ」を参照してください。

2. ソフトウェア イメージ ファイルをダウンロードおよびインストールします。P.55の「アップ
グレード イメージのダウンロードとインストール」を参照してください。

3. （オプション）データおよびコンフィギュレーション ファイルを復元します。P.137の「ファイ
ルの復元」を参照してください。

4. システムを再起動します。
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アップグレード イメージのダウンロードとインストール

既存の Cisco Unity Express リリースをアップグレードするには、この手順を実行します。

（注） データおよびコンフィギュレーション ファイルをまだバックアップしていない場合は、アップグ
レードを開始する前にバックアップします。P.134の「ファイルのバックアップ」を参照してくだ
さい。

概略手順

1. Cisco Software Center Web サイト（http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/sw-voice.shtml）の
Cisco Unity Express ページに移動します。 

2. Cisco Unity Express のソフトウェア ファイルをダウンロードします。

3. その他のソフトウェア ファイルを FTP サーバにコピーします。

4. （オプション）software download upgrade コマンドを入力して、新しいソフトウェアをダウン
ロードします。

（注） software download コマンドはオプションですが、インストールのステージングに役立ちま
す。このコマンドではソフトウェア ファイルがハード ディスク上に保存されるため、後続
のインストール時またはアップグレード時に時間を短縮できます。

5. （ステップ 4 を実行した場合は必須）。y を入力して、ダウンロードを続行します。

6. （オプション）software download status コマンドを入力して、ダウンロードを確認します。

7. software install upgrade コマンドを入力して、新しいソフトウェアをインストールします。

8. y を入力してアップグレードをインストールするか、n を入力してインストール手順を停止し
ます。

アップグレードが完了すると、システムは自動的にリロードします。

9. show software versions コマンドを入力して、アップグレードを確認します。

詳細手順

ステップ 1 Cisco Software Center Web サイト（http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/sw-voice.shtml）の Cisco

Unity Express ページに移動します。 

ステップ 2 Cisco Unity Express のソフトウェア ファイルをダウンロードします。

－ cue-vm.2.1.x.pkg（主要パッケージ ファイル）

－ cue-vm-full.2.1.x.prt1（ボイスメール アプリケーション）

－ cue-vm-lang-pack.2.1.x.pkg（言語パッケージ ファイル）

－ cue-vm-language-pack.2.1.x.prt1（言語プロンプト）

ここで language は、de_DE（ドイツ語）、en_US（アメリカ英語）、es_ES（ヨーロッパの
スペイン語）、または fr_FR（ヨーロッパのフランス語）のいずれかです。

－ cue-vm-upgrade.2.1.x.prt1

－ cue-vm-language-upg-lang-pack.2.1.x.prt1

ここで language は、de_DE（ドイツ語）、en_US（アメリカ英語）、es_ES（ヨーロッパの
スペイン語）、または fr_FR（ヨーロッパのフランス語）のいずれかです。
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ステップ 3 ソフトウェア ファイルを FTP サーバにコピーします。

ステップ 4 （オプション）software download upgrade コマンドを次のように入力して、FTP サーバからソフト

ウェアをダウンロードします。

se-172-16-0-0# software download upgrade url ftp://ftp_server_ip_address/cue-package.pkg

（注） この例では、デフォルトの anonymous FTP ユーザを使用しています。

または、FTP サーバがインストールされている場合は、次を入力します。

se-172-16-0-0# software download upgrade pkg cue-package.pkg

（注） FTP サーバが設定モードで設定されている場合、FTP パラメータを使用する必要はありま
せん。

ステップ 5 （ステップ 4 を実行した場合は必須）。y を入力して、ダウンロードを開始します。

WARNING:: This command will download the necessary software to 
WARNING:: complete an upgrade.  It is recommended that a backup be done 
WARNING:: before installing software. 

Would you like to continue? [n] y
Downloading  cue-vm.2.2.pkg
Bytes downloaded :  63648 

Validating package signature ... done
Validating installed manifests ..........complete.

（注） ソフトウェアのダウンロード時には、これ以外のユーザ入力は求められません。ソフトウェ

ア パッケージは、FTP サーバから Cisco Unity Express ネットワーク モジュールにダウンロー
ドされます。

この時点で新しいソフトウェアが FTP サーバからロードされ、システムが再起動します。

ステップ 6 （オプション）software download status コマンドを次のように入力して、ダウンロードの状態を確
認します。

se-172-16-0-0# software download status 
Download request in progress.
downloading file : cue-vm.2.2.prt1
bytes downloaded : 18612224
se-172-16-0-0# 

se-172-16-0-0# software download status
Download request completed successfully.
se-172-16-0-0# 
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ステップ 7 software install upgrade コマンドを次のように入力して、新しいソフトウェアをインストールしま
す。

se-172-16-0-0# software install upgrade url ftp://ftp_server_ip_address/cue-package.pkg

（注） この例では、デフォルトの anonymous FTP ユーザを使用しています。

se-172-16-0-0# software install upgrade pkg cue-package.pkg

（注） この例では、ファイルが software download コマンドであらかじめダウンロードされている
か、FTP サーバが設定されています。

ステップ 8 y を入力して、アップグレードを開始します。

WARNING:: This command will install the necessary software to
WARNING:: complete an upgrade.  It is recommended that a backup be done
WARNING:: before installing software.

Would you like to continue? [n] y

注意 アップグレードでは、ディスク上のすべてのファイルが置き換えられるわけではなく、

アップグレードの作成に必要なファイルだけが置き換えられます。ソフトウェアをイン

ストールする前に、必ずバックアップを実行することをお勧めします。

（注） Cisco Unity Express ソフトウェアをアップグレードする場合は、言語の選択を求められませ
ん。言語は設定時のままになります。

アップグレードが完了すると、システムはリロードします。

ステップ 9 show software versions コマンドを使用して、アップグレードを確認します。2.0 から 2.1 にアップグ

レードすると、バージョンが次のように表示されます。

se-172-16-0-0# show software versions

Installed Packages:
 - Bootloader (Primary)  1.0.17
 - Global  2.1.1
 - Voice Mail  2.1.0
 - Bootloader (Secondary)  2.0.1
 - Core  2.1.0
 - Installer  2.1.0
 - Auto Attendant  2.1.0

Installed Languages:
- US English  2.1.0
se-172-16-0-0#
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次の作業

システムを再起動します。

ブート ヘルパを使用したソフトウェア イメージのインストール
この項では、ブート ヘルパを使用して Cisco Unity Express ソフトウェアの新しいリリースをインス

トールする手順について説明します。

（注） ブート ヘルパは、緊急時、または 1.1(2) から 2.1 への移行など「初めて」インストールする場合に
使用します。ブート ヘルパは、ライセンスおよび完全イメージのインストールだけをサポートし
ます。ヘルパ モードでは、アップグレードまたは言語のみのインストールはサポートされません。

前提条件

• TFTP サーバおよび FTP サーバが設定され、アクティブであることを確認します。TFTP サーバ
と FTP サーバが同一コンピュータ上にある場合は、TFTP プログラムと FTP プログラムがアク
ティブであることを確認します。

• TFTP サーバおよび FTP サーバから Cisco Unity Express モジュールを ping できることを確認し
ます。

タスク シーケンス

新しいソフトウェア イメージをインストールするには、次の一連のタスクを実行する必要がありま

す。

1. ソフトウェア イメージ ファイルをダウンロードします。P.59の「ソフトウェア ファイルのダ
ウンロード」を参照してください。

2. データおよびコンフィギュレーション ファイルをバックアップします。P.134の「ファイルの
バックアップ」を参照してください。

3. 構成パラメータ値を入力します。P.60の「構成パラメータ値の入力」を参照してください。

4. ソフトウェア ファイルをインストールします。P.61の「ソフトウェア イメージ ファイルのイ
ンストール」を参照してください。

5. データおよびコンフィギュレーション ファイルを復元します。P.137の「ファイルの復元」を
参照してください。

6. システムを再起動します。
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ソフトウェア ファイルのダウンロード

Cisco Unity Express ソフトウェア ファイルのダウンロードは、ソフトウェア インストールの最初の

タスクです。前述の前提条件を参照し、すべてのサーバとモジュールがアクティブで使用可能であ

ることを確認します。

概略手順

1. Cisco Software Center Web サイトの Cisco Unity Express ページに移動します。

2. Cisco Unity Express のソフトウェア ファイルをダウンロードします。

3. cue-installer.2.1.x ファイルを TFTP サーバにコピーします。

4. その他のソフトウェア ファイルを FTP サーバにコピーします。

詳細手順

ステップ 1 Cisco Software Center Web サイト（http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/sw-voice.shtml）の Cisco

Unity Express ページに移動します。 

ステップ 2 Cisco Unity Express のソフトウェア ファイルをダウンロードします。

－ cue-installer.2.1.x（ヘルパ インストーラ）

－ cue-vm-installer.2.1.x.prt1（インストーラ ペイロード ファイル）

－ cue-vm.2.1.x.pkg（主要ソフトウェア パッケージ ファイル）

－ cue-vm-full.2.1.x.prt1（ボイスメール アプリケーション）

－ cue-vm-lang-pack.2.1.x.pkg（言語パッケージ ファイル）

－ cue-vm-language-pack.2.1.x.prt1（言語プロンプト）

ここで language は、de_DE（ドイツ語）、en_US（アメリカ英語）、es_ES（ヨーロッパの
スペイン語）、または fr_FR（ヨーロッパのフランス語）のいずれかです。

ステップ 3 cue-installer.2.1.x ファイルを TFTP サーバにコピーします。

ステップ 4 その他のソフトウェア ファイルを FTP サーバにコピーします。

次の作業

• データおよびコンフィギュレーション ファイルをバックアップします。P.134の「ファイルの
バックアップ」を参照してください。

• ファイルをバックアップしたら、いくつかのパラメータ値を設定します。P.60の「構成パラ
メータ値の入力」を参照してください。
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構成パラメータ値の入力

Cisco Unity Express ソフトウェア ファイルをダウンロードするには、Cisco Unity Express サーバでい

くつかのパラメータを設定する必要があります。

概略手順

1. reload

2. 「***」を入力してブート ローダー モードにします。

3. config

4. 次のパラメータの値を入力します。

－ ネットワーク モジュールの IP アドレス

－ サブネット マスク

－ TFTP サーバ アドレス

－ ゲートウェイ ルータ アドレス

－ イーサネット インターフェイス：internal

－ デフォルトのヘルパ イメージ：cue-installer.2.1.x

－ デフォルトのブート設定

－ デフォルトのブートローダー：secondary

5. ブート ヘルパで NM を起動します。

詳細手順

ステップ 1 reload と入力して、システムを再起動します。

ステップ 2 「***」を入力してブート ローダー モードにします。

ステップ 3 config と入力して、設定モードを開始します。

ステップ 4 次のパラメータの値を入力します。

• ネットワーク モジュールの IP アドレス

• サブネット マスク

• TFTP サーバ アドレス

• ゲートウェイ ルータ アドレス

• イーサネット インターフェイス：internal

• デフォルトのヘルパ イメージ：cue-installer.2.1.1

• デフォルトのブート：disk

• デフォルトのブートローダー：secondary

ステップ 5 boot helper と入力して、インストールを開始します。この操作により、インストーラがロードされ

ます。

次の作業

ソフトウェア ファイルをインストールします。P.61の「ソフトウェア イメージ ファイルのインス

トール」を参照してください。
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ソフトウェア イメージ ファイルのインストール

ソフトウェア ファイルをダウンロードし、データをバックアップしたら、ソフトウェア イメージ

ファイルをインストールできます。

前提条件

ソフトウェア イメージ ファイルをインストールするには、次の情報が必要です。

• TFTP サーバの IP アドレス

• FTP サーバの IP アドレス

• FTP サーバのユーザ ID

• FTP サーバのパスワード

• ソフトウェア パッケージの名前

（注） 新しいソフトウェアをインストールする前に、現在のシステムのコンフィギュレーションおよび

データをバックアップしてください。 

概略手順

NM EXEC モードで手順を開始します。

1. インストール メニューから、1 つ目の選択肢（Install Software）を選択します。

2. パッケージ名、FTP サーバ アドレス、ユーザ名、およびパスワードを入力します。

3. 言語選択メニューから言語バージョンを選択します。

4. 言語選択メニューを終了するには、x を入力します。

5. インストール後の設定メニューで y を入力して、初期設定を開始します。

6. フラッシュ メモリに保存されているコンフィギュレーションを復元するには y を、コンフィ
ギュレーションの復元にバックアップを使用するには n を入力します。

7. Cisco Unity Express の管理者 ID を入力します。この ID は Cisco Unity Express GUI にログインす
るためのユーザ名です。

詳細手順

ステップ 1 インストール メニューから、1 つ目の選択肢（Install Software）を次のように選択します。

Welcome to Cisco Systems Service Engine Helper Software
Please select from the following
1       Install software
2       Reload module
(Type '?' at any time for help)
Choice: 1

ステップ 2 パッケージ名、FTP サーバ アドレス、ユーザ名、およびパスワードを次のように入力します。

Package name: cue-vm.2.1.1.pkg
Server url: ftp://10.33.162.120/
Username: cue
Password: ******
Software installation will clear disk contents
Continue [y/n]? y
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注意 この操作を行うと、ディスク内容が消去されます。この操作の実行後は、すべてのコン

フィギュレーションとボイス メッセージが失われます。将来のアップグレードおよびイ
ンストールのために、バックアップが行われていることを確認してください。バックアッ

プが行われていない場合はこの手順を中断し、先にバックアップを行ってください。

ステップ 3 言語選択メニューから言語バージョンを選択します。

Language Selection Menu:

Num.     Selected  Installed  Language Name
-------------------------------------------
1 FRA CUE Voicemail European French (2.1.0) 

 2 ESP CUE Voicemail European Spanish (2.1.0) 
3 DEU CUE Voicemail German (2.1.0) 
4 ENG CUE Voicemail US English (2.1.0)

Available commands are:
# - enter the number for the language to select one
r # - remove the language for given #
i # - more information about the language for given #
x - Done with language selection

>4

ステップ 4 選択した言語には、言語選択メニュー内に「*」が表示されます。このメニューを使用して、言語

の追加、削除、または言語に関する情報の取得を行います。終了するには、x を入力します。

Language Selection Menu:

Num.     Selected  Installed  Language Name
-------------------------------------------
1 FRA CUE Voicemail European French (2.1.0) 

 2 ESP CUE Voicemail European Spanish (2.1.0) 
3 DEU CUE Voicemail German (2.1.0) 
4 * ENG CUE Voicemail US English (2.1.0)

Available commands are:
# - enter the number for the language to select one
r # - remove the language for given #
i # - more information about the language for given #
x - Done with language selection

>x

ソフトウェアがインストールされます。インストールが完了すると、システムはリロードします。
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ステップ 5 y を入力して初期設定を開始します。

IMPORTANT::
IMPORTANT::    Welcome to Cisco Systems Service Engine
IMPORTANT::     post installation configuration tool.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: This is a one time process which will guide
IMPORTANT:: you through initial setup of your Service Engine.
IMPORTANT:: Once run, this process will have configured
IMPORTANT:: the system for your location.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: If you do not wish to continue, the system will be halted
IMPORTANT:: so it can be safely removed from the router.
IMPORTANT::

Do you wish to start configuration now (y,n)? y

ステップ 6 y または n のいずれか適切な応答を入力します。次の出力を確認してコンフィギュレーションに必

要なものを判断します。

IMPORTANT::
IMPORTANT:: A Cisco Unity Express configuration has been found in flash.
IMPORTANT:: You can choose to restore this configuration into the
IMPORTANT:: current image.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: A stored configuration contains some of the data from a
IMPORTANT:: previous installation, but not as much as a backup. For
IMPORTANT:: example: voice messages, user passwords, user PINs, and
IMPORTANT:: auto attendant scripts are included in a backup, but are
IMPORTANT:: not saved with the configuration.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: If you are recovering from a disaster and do not have a
IMPORTANT:: backup, you can restore the saved configuration.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: If you are going to restore a backup from a previous
IMPORTANT:: installation, you should not restore the saved configuration.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: If you choose not to restore the saved configuration, it
IMPORTANT:: will be erased from flash.
IMPORTANT::

Would you like to restore the saved configuration? (y,n)

ステップ 7 Cisco Unity Express の管理者 ID を入力します。この ID は Cisco Unity Express GUI にログインするた

めのユーザ名です。

IMPORTANT::        Administrator Account Creation
IMPORTANT::
IMPORTANT:: Create an administrator account. With this account,
IMPORTANT:: you can log in to the Cisco Unity Express GUI and
IMPORTANT:: run the initialization wizard.
IMPORTANT::

Enter administrator user ID:
  (user ID): Admin
Enter password for admin:
  (password): ******
Confirm password for admin by reentering it:
  (password): ******

se-172-16-0-0# 
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次の作業

1. データおよびコンフィギュレーション ファイルを復元します。P.137の「ファイルの復元」を
参照してください。

2. システムを再起動します。
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システム コンポーネントの設定

Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）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 CallManager と通信するために必要な JTAPI パラメータ

• Cisco Unity Express に付属しているボイスメール、自動受付、プロンプト管理システムの各ア
プリケーション

サーバやカスタム自動受付スクリプトなど、オプションまたは拡張のシステム コンポーネントの設

定手順については、P.153の「詳細設定」を参照してください。

この章の手順はすべて、CLI コマンドまたは Graphical User Interface（GUI; グラフィカル ユーザ イ

ンターフェイス）オプションのいずれを使用しても実行できます。大量のプロビジョニング、スク

リプト処理、アップグレード、およびトラブルシューティングをシステムに対して行うには、CLI

で手順を実行します。

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。

• JTAPI パラメータの設定（P.66）

• ボイスメール アプリケーションの設定（P.68）

• Administration via Telephone アプリケーションの設定（P.71）

• 自動受付アプリケーションの設定と管理（P.72）

• 自動受付スクリプトの設定（P.79）

• アプリケーションの JTAPI トリガーの設定（P.80）

• JTAPI アプリケーション トリガーの削除（P.83）

• アプリケーションの削除（P.85）

• システム全体のメールボックスのデフォルト値の設定（P.89）

• AIM フラッシュ メモリの使用状況の確認（P.91）

• システムの言語の設定（P.91）

• パスワードおよび PIN のパラメータの設定（P.92）

• 営業時間の設定（P.96）

• 休日リストの設定（P.102）
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JTAPI パラメータの設定
Cisco Unity Express が Cisco CallManager 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。

前提条件

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 Manager サーバの IP アドレスまたはホス
ト名

• Cisco CallManager 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 CallManager 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

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. end

7. exit

8. show ccn subsystem jtapi

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

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

JTAPI 設定モードを開始します。
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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 CallManager サーバを最大 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

できます。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。

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 CallManager 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。

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 CallManager に設定され、Cisco CallManager

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。AIM の場合

は、4 つのポートを指定します。NM の場合は、8 つ

のポートを指定します。

ステップ 6 end

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

JTAPI 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
se-10-0-0-0#

設定モードを終了します。

ステップ 8 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 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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。

（注） システムをリロードして、これらの CLI コマ
ンドで指定した変更内容をアクティブにし
ます。

コマンドまたは操作 目的
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例

次の例は、show ccn subsystem jtapi の出力を示しています。

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

Cisco CallManager:                     10.100.10.120
CCM Username:                           jtapiuser
CCM Password:                           *****
Call Control Group 1 CTI ports:         7008,7009,7010,7011

se-10-0-0-0#

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、P.80の「アプリケーション

の JTAPI トリガーの設定」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。

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最大数があります。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、P.16の「ソフトウェア ライセンスおよび工場で設定される

制限」を参照してください）。ポートは、ctiport コマンドを使用して設定されます（P.66の「JTAPI

パラメータの設定」を参照してください）。

アプリケーションにポート数を割り当てる場合は、予期されるコール 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 人の場合のみ、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 値より大きい値を設定することはできません。
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前提条件

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

• ボイスメールに同時にアクセス可能な最大ユーザ数

概略手順

1. config t

2. ccn application full-name

3. description “text”

4. maxsessions number

5. end

6. exit

7. show ccn scripts

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 full-name

例 :
se-10-0-0-0(config)# ccn application voicemail

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 
“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 8

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、P.68の「アプリケー

ションおよびトリガー間のポートの共有」を参照し

てください。

ステップ 5 end

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

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
se-10-0-0-0#

設定モードを終了します。
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例

次の例は、show ccn scripts の出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn scripts

Name:                         setmwi.aef
Create Date:                  Tue Apr 20 20:22:27 PDT 1993
Last Modified Date:           Tue Apr 20 20:22:27 PDT 1993
Length in Bytes:              21990

Name:                         voicebrowser.aef
Create Date:                  Tue Apr 20 20:22:39 PDT 1993
Last Modified Date:           Tue Apr 20 20:22:39 PDT 1993
Length in Bytes:              13409

Name:                         aa.aef
Create Date:                  Tue Apr 20 20:22:47 PDT 1993
Last Modified Date:           Tue Apr 20 20:22:47 PDT 1993
Length in Bytes:              56227

次の例は、show ccn application の出力を示しています。

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: 8
logoutUri: http://localhost/voicemail/vxmlscripts/m 
bxLogout.jsp
uri: http://localhost/voicemail/vxmlscripts/login.vxml

se-10-0-0-0#

ステップ 7 show ccn scripts

例 :
se-10-0-0-0# show ccn scripts

設定されたスクリプトの名前と説明を表示します。

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

アップのコンフィギュレーション ファイルにコ

ピーします。

コマンドまたは操作 目的
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Administration via Telephone アプリケーションの設定
Administration via Telephone（AvT）アプリケーションは、テレフォニー ベースのインターフェイス

です。このアプリケーションを使用すると、Cisco Unity Express 管理者は PC またはサウンド編集ソ

フトウェアを使用せずに、新しいオーディオ プロンプトの録音や既存のカスタム オーディオ プロ

ンプトの削除を行うことができます。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 Automated Attendant（AA; 自動受付）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、ユーザは特別なプロンプトの録音や修正、使用可能と使用不能の切り換えを行うこと

で、そのプロンプトを通常のプロンプトの前に再生し、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。

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。

このアプリケーションを使用すると、Telephone User Interface（TUI; 電話ユーザ インターフェイス）

で自動受付のプロンプトの録音および管理を行うことができます。

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、P.113の「グループの追加と変更」を参照してく

ださい）。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、P.80の「アプリケーションの JTAPI トリガーの設定」を

参照してください。
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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。 

デフォルトの初期プロンプト

ユーザ ディレクトリにあるデフォルトの自動受付のコンポーネントは、AAWelcome.wav という

オーディオ プロンプト ファイルだけです。これがデフォルトの初期プロンプトです。自動受付が

使用するその他のオーディオ プロンプト ファイルはすべて、システム ディレクトリにあり、ユー

ザがダウンロード、コピー、またはアップロードすることはできません。

デフォルトの初期プロンプトをカスタマイズするには、P.77の「デフォルトの自動受付初期プロン

プトのカスタマイズ」を参照してください。

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、ユーザがダウンロード、コピー、または

アップロードすることはできません。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

を入力してダイヤルする、ユーザ名のスペルを入力してダイヤルする、オペレータと通話するなど

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。 

Release 2.1 から、aa.aef スクリプトで休日のリストおよび営業時間のスケジュールがサポートされ

るようになりました。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。内容は次のとおりです。「We are closed today.Please call back later」。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。

これらのプロンプトのいずれかを変更するには、P.77の「自動受付プロンプトの設定」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、P.79の「自動受付スクリプト ファイル

の作成」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、P.96の「営業時間の設定」を参照してください。

休日のリストを作成するには、P.102の「休日リストの設定」を参照してください。
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単純な自動受付スクリプト aa_simple.aef

Release 2.1 から、もう 1 つの単純なスクリプト aa_simple.aef が自動受付アプリケーションで利用で
きるようになりました。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る、

もう 1 つのシステム スクリプトです。このスクリプトを削除またはダウンロードすることはできま

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。 

aa_simple.aef スクリプトは、顧客に対して再生する最初のグリーティングが決定した後、プロンプ

ト（AASPlayExtensions.wav）を「For operator, press 0」というメッセージとともに再生します。この

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、この

プロンプトを、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録音されたメッ

セージ ファイルに置き換えることができます。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。

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長さが指定されます。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。

aa_simple.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。

• 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。

これらのプロンプトのいずれかを変更するには、P.77の「自動受付プロンプトの設定」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、P.79の「自動受付スクリプト ファイル

の作成」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、P.96の「営業時間の設定」を参照してください。

休日のリストを作成するには、P.102の「休日リストの設定」を参照してください。

その他の自動受付パラメータ

自動受付のアクセス電話番号を設定するには、P.80の「アプリケーションの JTAPI トリガーの設

定」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、P.156の「アプリケーション パラメータの設

定」を参照してください。
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前提条件

自動受付を設定するには、次の情報が必要です。

• 独自の初期プロンプトを使用するには、事前に録音した初期プロンプトを含む .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）を使用して、初期プロンプトを録音することもできます。
プロンプトの録音に関するガイドラインについては、P.77の「自動受付グリーティングまたは
プロンプト ファイルの録音」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、P.78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。

• 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。

• 自動受付に同時にアクセスできる最大発信者数。この値の割り当てに関するガイドラインにつ

いては、P.68の「アプリケーションおよびトリガー間のポートの共有」を参照してください。

概略手順

1. config t

2. ccn application full-name

3. description “text”

4. maxsessions number

5. parameter “name” “value”

6. enabled

7. end

8. exit

9. show ccn scripts

10. show ccn application

11. copy running-config startup-config
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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 ccn application fullname

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。

ステップ 4 maxsessions number

例 :
se-10-0-0-0(config-application)# maxsessions 
8

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、P.68の「アプリケーション

およびトリガー間のポートの共有」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。アプリケーション パラメータの設定に関

する詳細については、P.156の「アプリケーション

パラメータの設定」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、ユーザによる入

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”：ユーザによる誤ったサブメニュー
の選択が許容される最大回数。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。詳
細については、P.77の「デフォルトの自動受付
初期プロンプトのカスタマイズ」を参照してく

ださい。

このパラメータを入力しても、WAV ファイルは
Cisco Unity Express モジュールにアップロード
されません。P.78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。
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例

次の例は、show ccn scripts の出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn scripts

Name:                         setmwi.aef
Create Date:                  Tue Apr 20 20:22:27 PDT 1993
Last Modified Date:           Tue Apr 20 20:22:27 PDT 1993
Length in Bytes:              21990

Name:                         voicebrowser.aef
Create Date:                  Tue Apr 20 20:22:39 PDT 1993
Last Modified Date:           Tue Apr 20 20:22:39 PDT 1993
Length in Bytes:              13409

Name:                         aa.aef
Create Date:                  Tue Apr 20 20:22:47 PDT 1993
Last Modified Date:           Tue Apr 20 20:22:47 PDT 1993
Length in Bytes:              56227

Name:                         promptmgmt.aef
Create Date:                  Tue Apr 20 20:22:59 PDT 1993
Last Modified Date:           Tue Apr 20 20:22:59 PDT 1993
Length in Bytes:              80781
se-10-0-0-0#

次の例は、show ccn application の出力を示しています。

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

Name:                                   AutoAttendant
Description:                            Auto Attendant
Script:                                 aa.aef
ID number:                              2
Enabled:                                yes
Maximum number of sessions:             8
MaxRetry:                               3
operExtn:                               1000
welcomePrompt:                          AAWelcome.wav
se-10-0-0-0#

ステップ 6 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。

ステップ 7 end アプリケーション設定モードを終了します。

ステップ 8 exit 設定モードを終了します。

ステップ 9 show ccn scripts

例 :
se-10-0-0-0# show ccn scripts

設定されたスクリプトの名前と説明を表示します。

ステップ 10 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 11 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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。

コマンドまたは操作 目的



システム コンポーネントの設定
自動受付アプリケーションの設定と管理

77
Cisco Unity Express CLI アドミニストレータ ガイド Cisco CallManager Release 2.1

OL-7568-01-J

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。NM は最大 50 個のプロンプトをサポートし、AIM は最大 25 個のプロンプトをサ

ポートします。

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.77）

• 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.77）

• 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.78）

• （オプション）自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルのダウンロード（P.78）

• （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.78）

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。ファイルのサイズを 1
MB より大きくすることはできません。1 MB は、約 120 秒のグリーティングに相当します。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 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。CLI コマンドまたは GUI オプションを使用
して、ファイルを PC にダウンロードし、ファイル名を有意な名前に変更してから、Cisco Unity
Express にアップロードすることもできます。

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。

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

期プロンプトは最大 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

式で最大 1 MB にすることができます。

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、P.78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。

（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。
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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最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。

（注） AAWelcome.wav ファイルは、Prompts/user/xx_YY/ ディレクトリにあります。ここで、xx_YY は、イ
ンストールされている言語パッケージに対応します。その他のシステム プロンプトはすべて、
Prompts/system/xx_YY/ ディレクトリにあります。ccn copy url コマンドを使用して .wav ファイルを
アップロードすると、アップロードしたファイルは Prompts/system/xx_YY/ ディレクトリではなく、
Prompts/user/xx_YY/ ディレクトリに戻されます。

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-file-name url destination-ip-address

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

例 :
se-10-0-0-0# ccn delete prompt AAgreeting.wav
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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。NM は最大 8

個のスクリプトをサポートし、AIM は最大 4 個のスクリプトをサポートします。

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.79）

• 自動受付スクリプト ファイルのアップロード（P.79）

• （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.79）

• （オプション）自動受付スクリプト ファイルの削除（P.80）

自動受付スクリプト ファイルの作成

自動受付スクリプト ファイルは、スクリプト エディタ プログラムを使用して作成します。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 Script Editor

Guide』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。

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。

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 source-ip-address script script-filename

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最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 prompt-file-name url destination-ip-address

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

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel1_1_2/edgde112/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel1_1_2/edgde112/index.htm
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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)

アプリケーションの JTAPI トリガーの設定
ボイスメール、自動受付、および AvT の各アプリケーションを設定したら、特定の信号（トリガー）

が呼び出されたときにボイスメール、自動受付、および AvT の各アプリケーションが起動されるよ

うに、Cisco Unity Express を設定する必要があります。トリガーは電話番号です。発信者が特定の

電話番号をダイヤルすると、Cisco Unity Express がボイスメール、自動受付、または AvT の各アプ

リケーションを起動します。

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、P.153の「詳細設定」を参照してく

ださい。

前提条件

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起動する電話番号。この番号は、ボイスメールおよび自動受付の両方の番

号とは異なる必要があります。

• 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。 

（注） Release 2.1 では、4 つの言語（ヨーロッパのフランス語、ドイツ語、ヨーロッパのスペイン
語、またはアメリカ英語）のみが使用できます。

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

いては、P.68の「アプリケーションおよびトリガー間のポートの共有」を参照してください。

概略手順

EXEC モードで手順を開始します。

1. config t

2. ccn trigger jtapi phonenumber number

3. application string

4. enabled

5. maxsessions number

6. end

7. exit
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8. show ccn trigger

9. copy running-config startup-config

（注） システムをリロードして、これらの CLI コマンドで指定した変更内容をアクティブにします。

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

CallManager 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。

ステップ 3 application string

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 
promptmanagement

トリガーが入力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

アプリケーションが同時に処理できる最大発

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、P.68の「アプリ

ケーションおよびトリガー間のポートの共有」

を参照してください。

ステップ 6 end

例 :
se-10-0-0-0(config-trigger)# end

トリガー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 trigger

例 :
se-10-0-0-0# show ccn trigger

設定されたトリガーすべてのパラメータ値を

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

トアップのコンフィギュレーション ファイル

にコピーします。
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（注） システムをリロードして、これらの CLI コマンドで指定した変更内容をアクティブにします。

例

次の設定例では、2 つのトリガー（ボイスメール アプリケーション用と自動受付アプリケーション

用）が設定されています。

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

show ccn trigger 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 ccn trigger

Name:                         6500
Type:                         JTAPI
Application:                  voicemail
Locale:                       en_US
Idle Timeout:                 600
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   4

Name:                         6700
Type:                         JTAPI
Application:                  autoattendant
Locale:                       en_US
Idle Timeout:                 600
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8
se-10-0-0-0#
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JTAPI アプリケーション トリガーの削除
JTAPI アプリケーション トリガーを削除するには、この手順を実行します。トリガーを削除して

も、アプリケーションは削除されません。ただし、システムがアプリケーションを起動するには、

少なくとも 1 つのトリガーが必要です。

前提条件

トリガーを削除するには、トリガーの番号が必要です。

概略手順

1. show ccn trigger

2. config t

3. no ccn trigger jtapi phonenumber number

4. exit

5. show ccn trigger

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 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

る電話番号を見つけます。その電話番号が正しいア

プリケーションと関連付けられていることを確認し

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 no ccn trigger jtapi phonenumber number

例 :
se-10-0-0-0(config)# no ccn trigger jtapi 
phonenumber 5000

トリガーの番号を削除します。

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 ccn trigger

例 :
se-10-0-0-0# show ccn trigger

設定されているトリガーを表示します。

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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。
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例

show ccn trigger の出力は、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:                       en_US
Idle Timeout:                 600
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   4

Name:                         6700
Type:                         JTAPI
Application:                  autoattendant
Locale:                       en_US
Idle Timeout:                 600
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8
se-10-0-0-0#

次の設定では、ボイスメール アプリケーションから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 jtapi phonenumber 6500
se-10-0-0-0(config)# exit

show ccn trigger の出力は、次の例のようになります。

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

Name:                         6700
Type:                         JTAPI
Application:                  autoattendant
Locale:                       en_US
Idle Timeout:                 600
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8
se-10-0-0-0#
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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を設定した場合は、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。すべてのトリガーを

削除しないと、いずれかのトリガーが呼び出されたとき、アプリケーションが起動されます。 

アプリケーションとトリガーを削除しても、アプリケーションと関連付けられているスクリプトは

サーバにインストールされたままですが、Cisco Unity Express はそのスクリプトを使用しなくなり

ます。このアプリケーションを使用できるようにするには、再設定を行います。

Cisco Unity Express に付属しているデフォルトのボイスメール、自動受付、およびグリーティング

管理システムの各アプリケーションは削除できません。

前提条件

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

• アプリケーションと関連付けられているすべてのトリガーの番号

概略手順

1. show ccn application

2. show ccn trigger

3. config t

4. no ccn trigger jtapi 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。

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。



システム コンポーネントの設定
アプリケーションの削除

86
Cisco Unity Express CLI アドミニストレータ ガイド Cisco CallManager Release 2.1

OL-7568-01-J

ステップ 4 no ccn trigger jtapi phonenumber number

例 :
se-10-0-0-0(config)# no ccn trigger jtapi 
phonenumber 6700

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 
myapplication

指定した name 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

設定モードを終了します。

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。

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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。

コマンドまたは操作 目的
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例

show ccn application コマンドおよび show ccn trigger コマンドの出力例を次に示します。

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/m
bxLogout.jsp
uri:                                    http://localhost/voicemail/vxmlscripts/l
ogin.vxml

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

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:                         6700
Type: JTAPI
Application:                  voicemail
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 5000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   4

Name:                         6500
Type: JTAPI
Application:                  autoattendant
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 5000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8

Name:                         7200
Type:                         JTAPI
Application:                  myapplication
Locale: 
Idle Timeout:                 5000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8
se-10-0-0-0#
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次の設定では、myapplication 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 jtapi phonenumber 7200
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

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:                         6700
Type: JTAPI
Application:                  voicemail
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 5000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   4

Name:                         6500
Type: JTAPI
Application:                  autoattendant
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 5000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8
se-10-0-0-0#
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システム全体のメールボックスのデフォルト値の設定

システム全体に適用される次のパラメータは、すべての新しいボイスメールボックス用に設定可能

です。これらの値は、新しいボイスメールボックスに自動的に割り当てられます。これらの値のい

くつかには、工場出荷時のデフォルト値が設定されています。ご使用のシステムの最大値について

は、P.16の「ソフトウェア ライセンスおよび工場で設定される制限」を参照してください。 

• 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ストレージ時間の合計（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最大ストレージです。 

• 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。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。Release 2.1 では、アメリカ英語、ヨーロッ
パのフランス語、ドイツ語、ヨーロッパのスペイン語が使用可能です。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 メッセージのストレージの最大秒数。工
場出荷時のデフォルト値は、最大ストレージ容量をメールボックスの最大数（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 件あたりの最大秒数。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 グリーティングの最大時間。

• 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。

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。

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

る手順については、P.117の「ボイスメールボックスの作成と変更」を参照してください。

概略手順

1. config t

2. voicemail capacity time minutes

3. voicemail defaults {expiration days | language | mailboxsize mailboxsize-seconds | 
messagesize messagesize-seconds}

4. voicemail operator telephone tel-number

5. voicemail recording time minutes

6. exit

7. copy running-config startup-config
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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 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最大記憶域として、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 default {expiration days | 
language xx_YY  | mailboxsize 
mailboxsize-seconds | 
messagesize messagesize-seconds}

例 :
se-10-0-0-0(config)# voicemail default 
expiration 30
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。

• 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。Release 2.1 は、システムにイ
ンストールされた言語を一度に 1 つサポートしま
す。このコマンドの値は、インストールした言語

パッケージによって決定され、変更することはでき

ません。このコマンドで有効な値は、en_EN（アメ
リカ英語）、de_DE（ドイツ語）、fr_FR（ヨーロッ
パのフランス語）、および es_ES（ヨーロッパのス
ペイン語）です。 

• mailboxsize mailboxsize-seconds：メールボックスに
保存されるメッセージの最大秒数を設定します。

• 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最大秒数を設定

します。

ステップ 4 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 5 voicemail recording time minutes

例 :
se-10-0-0-0(config)# voicemail recording 
time 10

time の値（分）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最大録音時間とし

て割り当てます。

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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AIM フラッシュ メモリの使用状況の確認
Cisco Unity Express は、AIM 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

0.09933333333333333% worn

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 log trace コマンドを使用します。

log trace

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。

システムの言語の設定

このリリースでは、次の言語で TUI プロンプトおよびシステム メッセージが使用可能です。

• アメリカ英語

• ヨーロッパのフランス語

• ドイツ語

• ヨーロッパのスペイン語

CLI コマンドおよび GUI 画面は、アメリカ英語でのみ使用可能です。

ご注文時に、いずれか 1 つの言語がシステムの言語として選択されています。この選択はデフォル

トのシステムの言語であり、変更することはできません。今後の Cisco Unity Express リリースでは、

システムで複数の言語が同時にサポートされる予定です。

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

のコンフィギュレーション ファイルにコピーします。

コマンドまたは操作 目的



システム コンポーネントの設定
パスワードおよび PIN のパラメータの設定

92
Cisco Unity Express CLI アドミニストレータ ガイド Cisco CallManager Release 2.1

OL-7568-01-J

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 Personal Identification Number（PIN; 個人識別番号）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.92）

• パスワードおよび PIN に対するシステムのデフォルト値の設定（P.94）

• パスワードおよび PIN のシステム設定の表示（P.95）

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 の最小長

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。

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。パスワードの最大長は、英数字 32 文字です。PIN の
最大長は、英数字 16 文字です。

• パスワードおよび PIN の最長有効期限

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。 

最短有効期限は 3 日です。最大有効期限は 365 日です。

前提条件

パスワードおよび PIN の長さと有効期限を設定するには、次の情報が必要です。

• パスワードの長さと有効期限

• PIN の長さと有効期限

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
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詳細手順

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

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。デフォルトの最小値は 3、最大値は 32

です。

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 の最小長を指定しま

す。デフォルトの値は 3、最大値は 16 です。

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最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。

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 の最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。

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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パスワードおよび PIN に対するシステムのデフォルト値の設定

パスワードおよび PIN の値をシステムのデフォルトにリセットするコマンドは、数種類用意されて

います。

パスワードの長さのリセット

次の Cisco Unity Express 設定モード コマンドは、すべてのユーザのパスワードの長さをシステムの

デフォルト値にリセットします。デフォルト値は 3 文字です。

no security password length min

次の例では、パスワードの長さがリセットされます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no security password length min
se-10-0-0-0(config)# end

PIN の長さのリセット

次の Cisco Unity Express 設定モード コマンドは、すべてのユーザの PIN の長さをシステムのデフォ

ルト値にリセットします。デフォルト値は 3 文字です。

no security pin length min

次の例では、PIN の長さがリセットされます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0# no security pin length min
se-10-0-0-0(config)# end

パスワードの有効期限のリセット

次の Cisco Unity Express 設定モード コマンドは、すべてのユーザのパスワードの有効期限をシステ

ムのデフォルト値にリセットします。この場合、パスワードは無期限に有効となります。

no security password expiry days

次の例では、パスワードの有効期限がリセットされます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no security password expiry days
se-10-0-0-0(config)# end

PIN の有効期限のリセット

次の Cisco Unity Express 設定モード コマンドは、すべてのユーザの PIN の有効期限をシステムのデ

フォルト値にリセットします。この場合、PIN は無期限に有効となります。

no security pin expiry days

次の例では、PIN の有効期限がリセットされます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no security pin expiry days
se-10-0-0-0(config)# end
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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
Password Length (max):    32
PIN Expires:              false
PIN Age:                  45 days
PIN Length (min):         3
PIN Length (max):         16
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営業時間の設定

Cisco Unity Express では、営業時間外に発信者に対してカスタマイズ可能なグリーティングが自動

受付（AA）によって再生されるように、営業時間を設定できます。 次の各項では、設定のプロセス

を説明します。

• 営業時間のスケジュールの設定（P.96）

• 営業時間のスケジュールの表示（P.98）

• ビジネス スケジュールの変更（P.100）

• ビジネス スケジュールの削除（P.101）

営業時間のスケジュールの設定

システム管理者は、次のプロパティで営業時間のスケジュールを設定できます。

• Cisco Unity Express Release 2.1 は、最大 4 つのビジネス スケジュールをサポートします。

• 1 日の 24 時間は 30 分のタイム スロットに分割されます。会社の営業時間および時間外のタイ
ム スロットを指定します。

• システムのデフォルトは、毎日 24 時間「営業時間」です。

• 営業時間のスケジュールを設定するには、グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）の
Voice Mail > Business Hours 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。

• あるビジネス スケジュールを別のスケジュールにコピーするには、GUI を使用します。コピー
したスケジュールは、修正することができます。

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。このス

ケジュールを修正または削除するには、GUI の Voice Mail > 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。複数のスケジュールを作成した場合は、GUI または CLI

コマンドを使用して、必要なスケジュールを AA に関連付けます（新しいスケジュールを有効にす

るためにシステムを再起動する必要はありません）。

発信者が AA に到達すると、AA では初期プロンプトを再生し、当日が休日かどうかを確認します。

休日である場合、AA は休日用のグリーティングを発信者に対して再生し、営業時間のスケジュー

ルの確認を行いません。 

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、営業時間内用のプロンプトが再生されます。初期状態の AA では、このプロンプト

（AABusinessOpen.wav）には何も録音されていません。営業時間外である場合、営業時間外用のプ

ロンプトが再生されます。初期状態の AA では、このプロンプト（AABusinessClosed.wav）の内容

は「We are currently closed. Please call back later.」です。

より有意なメッセージを録音することで、これら 2 つのプロンプトをカスタマイズできます。これ

らのプロンプトは、G.711 U-law、8 kHz、8 ビット、Mono 形式の .wav ファイルである必要があり

ます。カスタム プロンプトをアップロードするには、GUI の Voice Mail > Prompts オプションを使

用するか、CLI コマンドを使用します。または、Administration via Telephone（AvT）システムを使

用して、これらのプロンプトを録音することもできます。これらのカスタム プロンプトをアップ

ロードまたは録音したら、GUI の Voice Mail > Auto Attendants オプションを使用するか、CLI コマ

ンドを使用して、新しいプロンプトを AA に関連付けます。新しいプロンプトは、設定されるとす

ぐに有効になります。システムを再起動する必要はありません。
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前提条件

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

この名前の最大長は英数字 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。名前の最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。最大数のス

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 ～ 30 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。 

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

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 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。最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 ～ 30 です。
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例

次の例では、新しいビジネス 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
se-10-0-0-0(config)# exit

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、特定のビジネス スケジュールを表示します。

show calendar biz-schedule schedule-name

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 ～ 30 です。

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

営業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
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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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は、たとえば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、システム内のすべての設定済みビジネス スケジュールを表示します。

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は、

たとえば次のように表示されます。

sse-10-0-0-0# show calendar biz-schedule all

******************************
Schedule: systemschedule
Day                 Open Hours
-------------------------------
Sunday              Open all day
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
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ビジネス スケジュールの変更

次の設定モード コマンドは、既存のビジネス スケジュールを変更します。

calendar biz-schedule schedule-name

ここで、schedule-name は、変更するビジネス 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、既存のビジネス スケジュール「normal」を変更しています。

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

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。

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、月曜日の営業時間が 9 時～ 17 時である場合、no open day 2 from 09:00 to 10:00 または

closed day 2 from 09:00 to10:00 とすると、月曜日の午前 9 時～午前 10 時が時間外となります。

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 時が営業時間となります。
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例

次の出力は、ビジネス 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
se-10-0-0-0(config)# exit

次の出力は、変更後のスケジュールを示しています。

se-10-0-0-0# show calendar biz-schedule normal

******************************
Schedule: normal
Day                 Open Hours
-------------------------------
Sunday              None
Monday 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

ビジネス スケジュールの削除

次の設定モード コマンドは、特定のビジネス スケジュールを削除します。

no calendar biz-schedule schedule-name

ここで schedule-name は、削除するビジネス スケジュールの名前です。 

次の例では、ビジネス 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#
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休日リストの設定

Cisco Unity Express では、会社が休日で休業しているときに、発信者に対してカスタマイズ可能な

グリーティングが自動受付（AA）によって再生されるように、休日リストを設定できます。 次の各

項では、設定のプロセスを説明します。

• 休日リストの設定（P.102）

• 休日リストの表示（P.103）

• リストからの休日の削除（P.104）

休日リストの設定

システム管理者は、次のプロパティで会社の休日リストを設定できます。

• Cisco Unity Express Release 2.1 は、最大 3 つ（前年、当年、翌年）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、2004 年（前年）のエントリが設定されていない場合、システム
は 2004 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。

• リストには、1 年に最大 26 個の休日を設定できます。 

• システムには、デフォルトの休日リストはありません。

• 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。

• 当年および翌年の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 Voice Mail > 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。

• ある年からその翌年に休日をコピーするには、Voice Mail > Holiday Settings の GUI オプション
Copy all to next year を使用します。

発信者が AA に到達すると、AA では初期プロンプトを再生し、当日が休日かどうかを確認します。

休日である場合、AA は休日用のプロンプトを発信者に対して再生します。Cisco Unity Express パッ

ケージで提供される初期状態の AA スクリプトでは、このプロンプト（AAHolidayPrompt.wav）の

内容は「We are closed today. Please call back later.」です。

次のような有意なメッセージを録音することで、このプロンプトをカスタマイズできます。「We are

closed today for a holiday.If this is an emergency, please call 1-222-555-0150 for assistance.Otherwise, please

call back later.」

このプロンプトは、G.711 U-law、8 kHz、8 ビット、Mono 形式の .wav ファイルである必要があり

ます。カスタム プロンプトをアップロードするには、GUI の Voice Mail > Prompts オプションを使

用するか、CLI コマンドを使用します。または、Administration via Telephone（AvT）システムを使

用して、このプロンプトを録音することもできます。このカスタム プロンプトをアップロードまた

は録音したら、GUI の Voice Mail > Auto Attendant オプションを使用するか、CLI コマンドを使用

して、新しいプロンプトを AA に関連付けます。新しいプロンプトは、設定されるとすぐに有効に

なります。システムを再起動する必要はありません。 
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手順

Cisco Unity Express 設定モードで次のコマンドを使用して、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、テキストを二重引用符（“ ”）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#

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。

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

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 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
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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。その年に休日が設定されていない場合は、「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は、たとえば次のように表示されます。

se-10-0-0-0-0# show calendar holiday year 2005

********************************
           Year: 2005
********************************
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。その月に休日が設定されていない場合は、「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は、た

とえば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 EXEC モードで使用します。

休日リストからの特定の休日の削除

次のコマンドは、特定の休日を削除します。

注意 この操作は元に戻せないため、このコマンドは注意して使用してください。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# no calendar holiday date 2004 11 25
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特定の月の休日の削除

注意 この操作は元に戻せないため、このコマンドは注意して使用してください。使用することで月全体

の休日の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# no calendar holiday year 2004 month 09

特定の年の休日の削除

注意 この操作は元に戻せないため、このコマンドは注意して使用してください。使用することで年全体

の休日の設定が失われる場合があります。

次のコマンドは、特定の年に設定されているすべての休日を削除します。

no calendar holiday year yyyy

ここで yyyy  は 4 桁の西暦です。 

例 :
se-10-0-0-0# no calendar holiday year 2004
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ユーザ、グループ、およびメールボッ
クスの設定

Cisco Unity Express の設定機能と管理機能はすべて、Graphical User Interface（GUI; グラフィカル ユー

ザ インターフェイス）から使用できます。ただし、GUI よりも Command-Line Interface（CLI; コマ

ンドライン インターフェイス）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またはメールボックス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 を使用した方が便利になることがあります。

この章では、GUI で使用可能な次のタスクをエミュレート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.108）

• ユーザの追加と変更（P.108）

• グループの追加と変更（P.113）

• ボイスメールボックスの作成と変更（P.117）

• ボイスメールボックスのロック解除（P.123）

• メッセージ ウェイティング インジケータの更新（P.123）
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前提条件

Cisco CallManager 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。設定が完了していない場合は、『Cisco CallManager Administration Guide, Release 3.3(3)』を参

照してください。

ユーザの追加と変更

Cisco CallManager GUI を使用して設定されたユーザは、Cisco Unity Express データベースにインポー

トされる場合があります。Cisco Unity Express GUI または CLI を使用して設定されたユーザは、Cisco

CallManager データベースにはコピーされません。Cisco CallManager データベースにユーザが格納

されている必要があるのに、Cisco Unity Express に設定されている場合は、後で Cisco CallManager

に戻り、そこでユーザを設定します。

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、同じコマンドを使用します。

（注） 電話番号とユーザを関連付けるには、この手順を使用する前に、電話機を設定しておく必

要があります。電話機の設定が完了していない場合、手順については、Cisco CallManager
ドキュメントまたは Cisco Unity Express GUI を参照してください。

ユーザの特権レベル

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：管理者（スーパーユーザとも呼ばれる）は、Administration via Telephone（AvT）を
含むすべての管理機能とメンテナンス機能にアクセスする権限（特権）を持っています。 

• 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。

• 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 リストを変更または削除することはできません。

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 Configuration > Users を使用します。 

現在の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。
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ユーザとメールボックス

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。メールボック

スの最大数は、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メールボッ

クスの最大数については、P.16の「ソフトウェア ライセンスおよび工場で設定される制限」を参照

してください。

前提条件

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。ユーザ名は 3 ～ 32 文字の長さである必要があります。Cisco Unity Express
では、ユーザ ID に使用できるのは、英字、数字、下線（_）、ドット（.）、およびダッシュ（-）
だけです。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。この名前は、引用符（“ ”）で囲んで入力します。

• （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。 

• パスワード：ユーザの一時的な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。ユーザが初めて GUI にログインするときは、パスワードの
変更を求められます。ユーザのパスワードは無期限に有効です。

• PIN：個人識別番号（Personal Identification Number）。PIN の長さは、3 ～ 16 桁の数字にする必
要があります。ユーザが初めてボイスメール システムにログインするときは、PIN の変更を求
められます。PIN は無期限に有効です。

概略手順

EXEC モード：

1. username name [create | delete | fullname [first first-name | last last-name | 
display full-name] | group group-name | language | password “password” | pin number]

2. show users 
または、

show user detail username name

3. copy running-config startup-config

設定モード：

1. config t

2. username name [create | phonenumber phone-number | phonenumberE164 full-number]

3. exit

4. show users
または、 
show user detail username name

5. copy running-config startup-config
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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 name [create | delete | 
fullname [first first-name | last last-name | 
display full-name] | group group-name | 
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

ユーザ ID の値が name の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。

• name：ユーザのユーザ ID。ユーザ ID 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 に使用できるのは、英
字、数字、下線（_）、ドット（.）、およびダッ
シュ（-）だけです。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。

• 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：このユーザの言語を指定します。
Release 2.1 では、システムにインストールされ
ている言語は 1 つだけで、変更はできません。

• 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。パスワードに使用できる文字は、小文字の

a ～ z、大文字の A ～ Z、数字の 0 ～ 9、および
- , . + = _ ! @ # $ ^ * ( ) ? / ~ < > & % の記号です。

• pin：このユーザの Personal Identification Number
（PIN; 個人識別番号）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、最
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。

ステップ 2 show users

または、

show user detail username name

例 :
se-10-0-0-0# show user detail username user2

設定されたすべてのユーザのユーザ名のリストを表

示します。このコマンドではユーザの詳細は表示さ

れません。

または、

name 値を持つユーザ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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。
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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_US
se-10-0-0-0# 

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 username name [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 71111
se-10-0-0-0(config)# username user3 
phonenumberE164 13335550111

ユーザ ID の値が name の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。

• name：ユーザのユーザ ID。ユーザ ID 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 に使用できるのは、英
字、数字、下線（_）、ドット（.）、およびダッ
シュ（-）だけです。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。

• 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。
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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 7654
se-10-0-0-0(config)# exit
se-10-0-0-0# show users
user1
user2
user3
se-10-0-0-0# show user detail username user3
Full Name: User 3
First Name:
Last Name:          user3
Nickname:           user3
Phone:              7654
Phone(E.164): 
Language:           en_US

ステップ 4 show users

または、

show user detail username name

例 :
se-10-0-0-0# show user detail username user2

設定されたすべてのユーザのユーザ名のリストを表

示します。このコマンドではユーザの詳細は表示さ

れません。

または、

name 値を持つユーザ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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。

コマンドまたは操作 目的
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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。グループのメンバーに設定された内線番号が共有

回線の場合、この内線番号に電話した発信者はすべて、グループのメンバーに到達します。

• 一般的に、グループにはメールボックスが割り当てられます。このメールボックスは、共用

メールボックスと呼ばれます。グループのメンバーはすべて、メールボックスにアクセスし、

格納されているメッセージを取得します。共用メールボックスの詳細については、P.117の
「メールボックスのタイプ」を参照してください。

• グループの所有者として、1 つ以上のユーザを指定する必要があります。所有者は、グループ
のユーザを追加および削除します。

• 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、P.108の
「ユーザの追加と変更」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、P.108の「ユーザの追加と変更」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みなされません。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、P.108の「ユーザの特権レベル」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、およびメンバーの最大数については、P.16の「ソフト

ウェア ライセンスおよび工場で設定される制限」を参照してください。

ここで説明する手順を使用すると、システム内に新規のグループを作成できます。既存のグループ

のプロパティを変更するときは、同じコマンドを使用します。

前提条件

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）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



ユーザ、グループ、およびメールボックスの設定

グループの追加と変更

114
Cisco Unity Express CLI アドミニストレータ ガイド Cisco CallManager Release 2.1

OL-7568-01-J

－ （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 name [create | delete | description “description” | fullname “full-name”]

2. show groups 
または、

show group detail groupname name

3. copy running-config startup-config

設定モード：

1. config t

2. groupname name [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 name

5. copy running-config startup-config

詳細手順

EXEC モード：

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 groupname name [create | delete | description 
“description” | fullname “fullname”]

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

グループ ID の値が name の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。

• 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 name

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名のリストを

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、

name  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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。
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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_US
Owners:
Members:
se-10-0-0-0#

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 name [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 50120
se-10-0-0-0(config)# groupname sales 
phonenumberE164 12225550120
se-10-0-0-0(config)# groupname sales 
privilege ManagePrompts

ユーザ ID の値が name の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。

• 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、メンバーとはみなされません。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。
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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 50120
se-10-0-0-0(config)# groupname sales phonenumberE164 12225550120
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:              50120
Phone(E.164):       12225550120
Language:           en_US
Owners:             user1
Members:            user1 user2
se-10-0-0-0(#

ステップ 4 show groups

または、

show group detail groupname name

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名のリストを

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。

name 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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。

コマンドまたは操作 目的
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ボイスメールボックスの作成と変更

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、ユーザ グループの個々のユーザまたは所有者です。ユーザには内線番

号を割り当てる必要があります。 

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。

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、P.113の「グループの追加と変
更」を参照してください）。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。最初のメンバーが 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。

メールボックスの制限

• メールボックスが割り当てられる IP Phone は、Cisco Unity Express モジュールと同じルータ上
に存在する Cisco CallManager システムの制御下にある IP Phone に制限されます。別のルータ上
に存在する Cisco CallManager の制御下にある IP Phone には、専用のオンサイト Cisco Unity
Express アプリケーションが必要です。

• 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。所有者は各メッセージを削除または保存できま

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ストレージ 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最大ストレージを超えることはできません。システムにおけるメー

ルボックスのストレージ容量については、P.3の「Cisco Unity Express 機能リスト」を参照して
ください。また、設定されているストレージ容量を表示するには、show voicemail usage コマン
ドを使用します。
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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の作成が完了していない場合、手順に

ついては、P.108の「ユーザの追加と変更」または P.113の「グループの追加と変更」を参照す
るか、Cisco Unity Express GUI に戻ってください。

• 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

－ 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。

• デフォルトのグリーティング タイプは、標準です。ユーザまたはグループ所有者がオプション
グリーティングを録音した場合は、この値を変更します。

概略手順

1. config t

2. voice mailbox owner name [size seconds]

3. default parameter

4. description “text”

5. enable 
または、

disable

6. expiration time days

7. greeting {alternate | standard}

8. mailboxsize seconds

9. messagesize seconds

10.（オプション）no parameter

11. tutorial

12. zerooutnumber “number”

13. end

14. exit

15. show voicemail {detail {mailbox | user} name | limits | mailboxes [idle days] | usage | users}

16. copy running-config startup-config
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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 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、およびストレージ 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。

ステップ 3 default parameter

例 :
se-10-0-0-0(config-mailbox)# default 
mailboxsize

（オプション）メールボックス パラメータをデフォ

ルトのシステム値にリセットします。

ステップ 4 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 5 enable 

または、

disable

例 :
se-10-0-0-0(config-mailbox)# enable
se-10-0-0-0(config-mailbox)# disable

新しいメールボックスをアクティブまたは非アク

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 6 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。

ステップ 7 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）から標準メッセージと

オプション メッセージを録音できます。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。

ステップ 8 mailboxsize seconds

例 :
se-10-0-0-0(config-mailbox)# mailboxsize 300

メールボックスのストレージ サイズを秒単位で指

定します。これは、size パラメータと同じです。

ステップ 9 messagesize seconds

例 :
se-10-0-0-0(config-mailbox)# messagesize 120

着信メッセージの最大サイズを秒単位で指定しま

す。
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ステップ 10 no parameter 

例 :
se-10-0-0-0(config-mailbox)# no tutorial

メールボックス パラメータを削除するか、無効にし

ます。

ステップ 11 tutorial

例 :
se-10-0-0-0(config-mailbox)# tutorial

電話ユーザがボイスメール システムに最初にログ

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）。

ステップ 12 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 13 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 14 exit

例 :
se-10-0-0-0(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 15 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：name 値を持つ設定済みの mailbox また
は user の詳細が表示されます。グループ メール
ボックスの場合、これはメールボックスの名前

であり、メールボックスの所有者ではありませ

ん。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 ストレージ 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 16 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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。

コマンドまたは操作 目的
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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:                                enabled
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
Expiration (days):                      10
Greeting:                               alternate
Created/Last Accessed:                  Oct 15 2003 04:38:28 GMT+00:00

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):              6000
Default Prompt Language:                en_US
Operator Telephone:                     7000

se-10-0-0-0# show voicemail mailboxes

OWNER                              MSGS NEW  SAVED  MSGTIME MBXSIZE   USED
"user3"                           0    0    0      0       480       0 %

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

se-10-0-0-0# show voicemail detail user user3

-- Mailboxes owned --
"/sw/local/users/user3"       User 3 mailbox
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-- 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#
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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 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}

例：

se-10-0-0-0# voice mailbox unlock owner user3
se-10-0-0-0# voice mailbox unlock telephonenumber 7654

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 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 7654

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。

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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アクティブな通話の監視

この章では、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。この章は、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.126）

• アクティブな通話のルート別の表示（P.128）

• アクティブな通話の終了（P.130）
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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 Cisco Unity Express 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。

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 ****
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 -------------------------------------

    ** 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
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 :104.39.135
Media Source Port :16902
Source Size :30
Source Payload :G711ULAW64K
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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 :4086502013
Port State :IN_USE
Call Id :9
Call Impl Id :1566/1
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 **
    ------------------------------------------
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Port ID :1
Port Impl ID :4086502014
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

Active Call Details for Subsystem :SIP 
-----------------------------------------

次の例では、ルート 1200 でアクティブな通話が表示されます。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 :
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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

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。P.128の「アクティブな通話のルート別の表示」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 の通話が終了されます。

se-10-0-0-0# ccn call terminate call 1567/1

次の例では、実装 ID が 4086502014 のポートを経由する通話が終了されます。

se-10-0-0-0# ccn call terminate port 4086502014
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データのバックアップおよび復元

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。 

バックアップを毎日実行して、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、次のパラメータを設定します。

－ 格納するバックアップ ファイルの数（最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 ファイルのみ、またはデータ ファイルのみ。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。

－ バックアップ ファイルの名前（復元手順で使用）。

－ 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 コールがすべて終了され、新しいボイスメール コール
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

合は、バックアップを行うことをお勧めします。

Cisco Unity Express EXEC モードでは、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、ネットワーク FTP サーバ、ネットワーク TFTP サーバ、フラッシュ メモリなど、さ

まざまなロケーションに保存できます。
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この章は、次の項で構成されています。

• 制約事項（P.132）

• バックアップ パラメータの設定（P.132）

• ファイルのバックアップ（P.134）

• ファイルの復元（P.137）

• コンフィギュレーションのコピー（P.140）

• 工場出荷時のデフォルト値の復元（P.143）

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。

• バックアップ操作および復元操作のスケジュール。バックアップと復元の手順は、適切なコマ

ンドを入力したときに開始されます。

• 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のみが使用でき

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、システムによって最も古いファイルが削除されるまで格納するファイルの数を定義します。 

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 ファイルにバックアップ ID を自動的に割り当てます。バック

アップ ID を使用して、ファイルを復元してください。

前提条件

バックアップ パラメータを設定するには、次の情報が必要です。

• 最も古いファイル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

• FTP サーバ ログインのパスワード

概略手順

1. config t

2. backup {revisions number | server url ftp-url username ftp-username password ftp-password}

3. exit

4. show backup
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詳細手順

例

次の例では、バックアップ サーバが設定され、show backup の出力が表示されます。

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# 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、システムは最も古い格納

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

backup コマンドは、システムがオフライン モードのときに、EXEC モードで入力する必要がありま

す。アクティブな通話が終了され、新しい通話は許可されません。そのため、電話ユーザによる電

話機の使用率が最も低い時間にバックアップ手順を実行することを考慮してください。

（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最小

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）を毎日バックアップする必要があ
ります。

バックアップ ファイルの番号付け方式

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。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、最後のデータ バックアップの ID

が 3 で、最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。

注意 オフライン モードでは既存のボイスメール コールがすべて終了され、新しいボイスメール コール
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

合は、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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詳細手順

例

次の例では、show backup コマンドの出力が表示されます。

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:      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

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 コール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。

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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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

#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

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# 



データのバックアップおよび復元

ファイルの復元

137
Cisco Unity Express CLI アドミニストレータ ガイド Cisco CallManager Release 2.1

OL-7568-01-J

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 コールが

すべて終了され、新しいボイスメール コールは許可されません（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最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。

概略手順

1. show backup server

2. offline

3. restore id backupid category {all | configuration | data} 

4. reload

5. show backup history

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 コール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 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。

ステップ 5 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。
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例

次の例では、バックアップ サーバとバックアップ履歴を表示します。

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# 

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
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
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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

#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



データのバックアップおよび復元

コンフィギュレーションのコピー

140
Cisco Unity Express CLI アドミニストレータ ガイド Cisco CallManager Release 2.1

OL-7568-01-J

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 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。

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場合、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場合、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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この例では、実行コンフィギュレーションは 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、saved_start というファイル名で、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、start というファイル名でスタートアップ コンフィ

ギュレーションにコピーされます。 この場合、コマンドを 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。

se-10-0-0-0# 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

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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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 この機能を使用すると、元に戻すことはできません。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。

管理者がシステム デフォルトを復元するコマンドを入力すると、システムは手順を開始する前に確

認を要求します。確認を受け取ると、システムは次の操作を行います。

• 現在のデータベースを空のデータベースで置き換える。

• Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）を初期化して空の状態にする。

• スタートアップ コンフィギュレーションを、システムに付属しているテンプレート スタート
アップ コンフィギュレーションで置き換える。

• インストール後のコンフィギュレーション データをすべて消去する。

• ユーザ プロンプトとカスタム プロンプトをすべて削除する。

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。
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トラブルシューティング

この章では、Cisco Unity Express の問題に対する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.146）

• トラブルシューティング コマンド（P.150）

検討中の問題にシステムの制限が関与している場合は、P.13の「Cisco Unity Express の実装に関す

る制約事項」も参照してください。
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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

次の項では、Cisco Unity Express の構成およびアプリケーションに関する問題を解決するための情

報や推奨事項を示します。

• システム レポート（P.146）

• ログ ファイル（P.146）

• ユーザとグループ（P.146）

• ハードウェアとソフトウェア（P.147）

• ボイスメール（P.149）

• 自動受付プロンプト（P.150）

システム レポート

Cisco Unity Express には、Graphical User Interface（GUI; グラフィカル ユーザ インターフェイス）と

Command Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）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 のみ）

• 通話履歴

ログ ファイル

問題：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

問題：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、name 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 name create

b. cue-10-0-0-0# username name password password

c. cue-10-0-0-0# config t

d. cue-10-0-0-0(config)# groupname Administrators member name
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問題：ユーザのパスワードまたは個人識別番号（PIN）を回復したいのですが。 

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、プリントア
ウト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、P.108の「ユーザの追加と変更」を参照してください。

ハードウェアとソフトウェア

システムの再起動

問題：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があるかどうか

わかりません。

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。

サマータイムの設定

問題：サマータイムを設定したいのですが。

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

問題：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。

問題：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。
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問題：service-module コマンドが有効にならないようなのですが。

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。

問題：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。

問題：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
CallManager 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

問題：ルータの Cisco Unity Express AIM-CUE 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なのですが。

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。

問題：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

問題：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
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問題：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。

コンフィギュレーションの変更の保存

問題：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。

問題：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 データとみなされて、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
電にな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

問題：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 CallManager 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 LDAP 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   LDAP ディレクトリで定義されていない Cisco CallManager ユーザがある場合、Cisco
CallManager データベースと 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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自動受付プロンプト

問題：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。

トラブルシューティング コマンド
表 9 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。Cisco Technical

Assistance Center（TAC）では、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、TAC の担当者より、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。TAC 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。

表 9 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 重大度に基づいて、メッセージをコ

ンソールに表示します。

— はい

log filter フィルタに基づいて、メッセージを

コンソールに表示します。

— はい

log server ログ ファイルの格納について、外部

サーバを設定します。

— はい

show arp Cisco Unity Express ARP テーブル エ

ントリを表示します。

はい —

show crash 最新のクラッシュ ログを表示しま

す。

はい —

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。

はい —

show exception スローされた例外をすべて表示しま

す。

はい —

show interfaces 使用可能なインターフェイスをすべ

て表示します。

はい —

show log 特定のログを表示します。 はい —

show logging 現在のアクティブなログレベルを表

示します。

はい —

show logs ログ ファイルのリストを表示しま

す。

はい —

show memory 現在の Cisco Unity Express メモリ統

計情報を表示します。

はい —
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show processes CPU またはメモリのプロセスを表

示します。

はい —

show software 設定されたソフトウェア情報を表示

します。

はい —

show tech-support 完全なシステム情報を表示します。 はい —

show trace TAC の指示がある場合以外は使用し

ないでください。

はい —

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。

はい —

trace all TAC の指示がある場合以外は使用し

ないでください。

はい —

trace ccn TAC の指示がある場合以外は使用し

ないでください。

はい —

trace config-ccn TAC の指示がある場合以外は使用し

ないでください。

はい —

trace overwrite TAC の指示がある場合以外は使用し

ないでください。

— はい

trace server TAC の指示がある場合以外は使用し

ないでください。

— はい

trace voicemail TAC の指示がある場合以外は使用し

ないでください。

はい —

trace webInterface TAC の指示がある場合以外は使用し

ないでください。

はい —

表 9 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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詳細設定

この章では、P.65の「システム コンポーネントの設定」の項で説明した初期のインストールおよび

設定プロセスの後でアプリケーション パラメータを変更するための詳細設定の手順について説明

します。その前出の章には、この章に記載されていないコマンドが含まれています。

詳細設定の手順には、次の項目が含まれています。

• システム エンジン パラメータの設定（P.154）

• アプリケーション パラメータの設定（P.156）

• アプリケーションに対する複数のトリガーの設定（P.159）

• ホスト名の設定（P.163）

• DNS サーバの設定（P.164）

• NTP サーバの設定（P.166）

• 外部 syslog サーバの設定（P.170）

• クロック タイム ゾーンの設定（P.172）
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システム エンジン パラメータの設定
Cisco Unity Express のシステムおよびサブシステム全体で使用されるパラメータを設定するには、

この手順を使用します。このパラメータ セットは、Cisco Unity Express を構成する基本ソフトウェ

ア プログラム（エンジン）に影響します。 

Release 1.1.2 では、使用可能なパラメータは maxsteps だけです。スクリプトは、この値を使用して、

アプリケーション スクリプトで実行可能な手順数を制限します。たとえば、無制限ループの中でお

客様が同じメニュー選択に戻されるようなスクリプト エラーが発生した場合、maxstep 値に達する

と、システムはループを停止します。同様に、スクリプトの手順の中にネスト化された手順がある

場合、スクリプトを実行したときにその手順が maxstep 値を超えると、システムはスクリプトを停

止します。この状態になると、発信者には、システムが使用不可であることを示すシステム メッ

セージが再生されます。 

（注） スクリプトの手順の詳細については、『Cisco Unity Express Script Editor Guide』を参照してく
ださい。

前提条件

システム エンジン パラメータを設定するには、次の情報が必要です。 

• 実行できるスクリプト手順の最大回数

概略手順

1. config t

2. ccn engine

3. default parameter

4. maxsteps steps-limit

5. end

6. exit

7. show ccn engine

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 engine

例 :
se-10-0-0-0(config)# ccn engine

Cisco Communication Network（CCN）エンジン設定

モードを開始します。

ステップ 3 default parameter

例 :
se-10-0-0-0(config-engine)# default maxsteps

（オプション）パラメータをシステム デフォルト値

に設定します。maxsteps のデフォルト値は 1000 で

す。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/edrgd21/index.htm
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例

次の例は、show ccn engine の出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn engine

Maximum number of Tasks:                0
Maximum number of Steps:                200
se-10-0-0-0#

ステップ 4 maxsteps steps-limit

例 :
se-10-0-0-0(config-engine)# maxsteps 200

テレフォニー アプリケーションの手順の最大数を

指定します。スクリプトの手順の詳細については、

『Cisco Unity Express Script Editor Guide』を参照して

ください。

ステップ 5 end

例 :
se-10-0-0-0(config-engine)# end

Cisco Communication Network エンジン設定モードを

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。

ステップ 7 show ccn engine

例 :
se-10-0-0-0# show ccn engine

設定された Cisco Communication Network エンジン

パラメータを表示します。

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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。

コマンドまたは操作 目的

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/edrgd21/index.htm
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アプリケーション パラメータの設定
P.65の「システム コンポーネントの設定」の項では、Cisco Unity Express に付属しているアプリケー

ションのパラメータを設定する方法について説明しました。ここでは、自動受付アプリケーション

のスクリプトのパラメータを設定する方法について説明します。

前提条件

• 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。この値の割り当てに関するガイドラインについては、P.68の「アプリケーショ
ンおよびトリガー間のポートの共有」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。 

（注） スクリプトの作成に関する詳細については、『Cisco Unity Express Script Editor Guide』を参照
してください。

概略手順

1. config t

2. ccn application full-name

3. default parameter

4. description “text”

5. maxsessions number

6. no parameter

7. parameter name “value”

8. script name [description “description”]

9. enabled

10. end

11. exit

12. show ccn scripts

13. show ccn application

14. 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

例 :
se-10-0-0-0(config)# ccn application myscript

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。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/unityexp/rel2_1/edrgd21/index.htm
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ステップ 3 default parameter

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

パラメータをリセットします。

• default description：アプリケーションの名前を
使用します。

• default enabled：アプリケーションを使用可能に
します。

• default maxsessions：Cisco Unity Express モジュー
ル上のポートの数を使用します。ポートの最大

数については、P.16の「ソフトウェア ライセン
スおよび工場で設定される制限」を参照してく

ださい。

• default script：効果なし。

• default parameter：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。テキストは二重引用符で囲みます。

ステップ 5 maxsessions number

例 :
se-10-0-0-0(config-application)# maxsessions 
8

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、P.68の「アプリケーション

およびトリガー間のポートの共有」を参照してくだ

さい。

ステップ 6 no parameter

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

（オプション）スクリプト値を削除するか、無効にし

ます。

ステップ 7 parameter name “value”

例 :
se-10-0-0-0(config-application)# parameter 
MaxRetry “5”
se-10-0-0-0(config-application)# parameter 
WelcomePrompt “Welcome.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。

ステップ 8 script name [description “description”]

例 :
se-10-0-0-0(config-application)# script 
myscript.aef description “My New Script”

スクリプトの名前と、オプションの説明を指定しま

す。説明は二重引用符で囲む必要があります。説明

を指定しない場合、システムは説明に name 値を使

用します。

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。

ステップ 10 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。

コマンドまたは操作 目的
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例

次の例は、show ccn scripts の出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn scripts

Name:                                   myscript.aef
Description:                            My New Script
se-10-0-0-0#

次の例は、show ccn application の出力を示しています。

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

Name:                                   myscript
Description:                            my application
Script:                                 myscript.aef
ID number:                              2
Enabled:                                yes
Maximum number of sessions:             8
Retries:         5
WelcomePrompt: Welcome.wav
se-10-0-0-0#

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 show ccn scripts

例 :
se-10-0-0-0# show ccn scripts

設定されたスクリプトの名前と説明を表示します。

ステップ 13 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 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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

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追加のトリガーが必

要になる場合があります。たとえば、お客様が企業に問い合せるときに、複数の電話番号をダイヤ

ルできる場合があります。これらの電話番号に着信すると、自動受付アプリケーションがアクティ

ブになります。 

追加のトリガーを設定するには、この手順を使用します。各トリガーは、JTAPI ルート ポイントと

一致する必要があります。Cisco Unity Express にトリガーを設定する場合は、ルート ポイントが

Cisco CallManager に存在することを確認します。

Cisco Unity Express では、アプリケーション全体で最大 8 つのトリガーがサポートされています。こ

の最大値は NM と AIM の両方に適用されます。

トリガー間のポート共有

各トリガーには、maxsessions 値が割り当てられます。P.68の「アプリケーションおよびトリガー

間のポートの共有」で説明するガイドラインに加え、もう 1 項目を考慮する必要があります。 

すべてのトリガーに関する maxsessions 値の合計がアプリケーションの maxsessions 値を超える場

合、アプリケーションに同時にアクセスできる発信者の最大数は、アプリケーションの maxsession

値によって決まります。

たとえば、モジュールに 8 つのポートがあり、自動受付アプリケーションに 5 という maxsessions

値を割り当てたとします。自動受付アプリケーションには 2 つのトリガーがあります。1 つのトリ

ガーに 2 という maxsessions 値を設定し、もう 1 つのトリガーに 4 という maxsessions 値を設定しま

す。自動受付アプリケーションに同時にアクセスできる発信者の最大数は 6 ではなく、5 になりま

す。

一方、1 つのトリガーに 2 という maxsessions 値を設定し、もう 1 つのトリガーに 2 という

maxsessions 値を設定したとします。アプリケーションへの同時発信者の最大数は 5 ではなく、4 に

なります。

前提条件

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起動する電話番号。この番号は、ボイスメール、自動受付、およびグリー

ティング管理システムの番号とは異なる必要があります。

• 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ミリ秒単位の時間数。

• プロンプトに使用する言語。Release 2.1 では、システムにインストールされている言語は 1 つ
だけで、変更はできません。

• トリガーに同時にアクセスできる最大発信者数または最大セッション数。 

概略手順

1. config t

2. ccn trigger {sip | jtapi} phonenumber number

3. application string

4. default parameter

5. idletimeout time

6. locale language

7. maxsessions number
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8. no parameter

9. enabled

10. end

11. ステップ 2 ～ 10 を繰り返して、さらにこのアプリケーションのトリガーを設定します。

12. exit

13. show ccn trigger

14. 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 {sip | jtapi} phonenumber number

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

アプリケーションを起動するトリガーとして機能す

る電話番号を指定し、トリガー設定モードを開始し

ます。number 値は、Cisco CallManager 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。 

ステップ 3 application string

例 :
se-10-0-0-0(config-trigger)# application 
myapplication

電話番号がダイヤル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。起動されたアプリ

ケーションは、適切なアプリケーション スクリプト

を起動します。このアプリケーション名は、ccn
application name コマンドで設定された名前と一致

する必要があります。

ステップ 4 default parameter

例 :
se-10-0-0-0(config-trigger)# default 
idletimeout
se-10-0-0-0(config-trigger)# default 
maxsessions

（オプション）アプリケーション パラメータをスク

リプト定義のデフォルト値にリセットします。

Cisco Unity Express システム パラメータに対して

default コマンドを使用すると、次の効果が得られま
す。

• default application：効果なし。

• default enabled：アプリケーションを使用可能に
します。

• default idletimeout：5000（5 秒）を使用します。

• default locale：システム デフォルトを使用しま
す。

• default maxsessions：Cisco Unity Express モジュー
ル上のポートの数を使用します。ポートの最大

数については、P.16の「ソフトウェア ライセン
スおよび工場で設定される制限」を参照してく

ださい。

ステップ 5 idletimeout time

例 :
se-10-0-0-0(config-trigger)# idletimeout 500

タイムアウトして通話を切断するまで発信者の応答

を待つミリ秒単位の時間数を指定します。
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ステップ 6 locale language

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

発信者に再生するプロンプトで使用する言語を指定

します。Release 2.1 では、システムにインストール

されている言語は 1 つだけで、変更はできません。

ステップ 7 maxsessions number

例 :
se-10-0-0-0(config-trigger)# maxsessions 3

トリガーに同時にアクセスできる最大発信者数を指

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、P.159の「トリガー間のポート共有」を

参照してください。

ステップ 8 no parameter

例 :
se-10-0-0-0(config-trigger)# no maxsessions
se-10-0-0-0(config-trigger)# no maxsessions

（オプション）parameter 値を削除するか、無効にし

ます。Cisco Unity Express システム パラメータに対

して no コマンドを使用すると、次の効果が得られま

す。

• no application：効果なし。

• no enabled：アプリケーションを使用不可にしま
す。

• no idletimeout：効果なし。

• no locale：システム デフォルトを使用します。

• no maxsessions：値を 0 に設定します。

ステップ 9 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 10 end

例 :
se-10-0-0-0(config-trigger)# end

トリガー設定モードを終了します。

ステップ 11 ステップ 2 ～ 10 を繰り返して、さらにこのアプリ

ケーションのトリガーを設定します。

—

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 ccn trigger

例 :
se-10-0-0-0# show ccn trigger

設定されたトリガーすべてのパラメータ値を表示し

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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。

コマンドまたは操作 目的
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例

次の設定例では、ボイスメール アプリケーションに 2 つのトリガーが設定されています。

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)# idletimeout 500
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 50160
se-10-0-0-0(config-trigger)# application voicemail
se-10-0-0-0(config-trigger)# idletimeout 1000
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(config)# exit
se-10-0-0-0#

show ccn trigger 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 ccn trigger

Name:                         50150
Type:                         SIP
Application:                  voicemail
Locale:                       en_US
Idle Timeout:                 500
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   4

Name:                         50160
Type:                         JTAPI
Application:                  voicemail
Locale:                       en_US
Idle Timeout:                 1000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8
se-10-0-0-0#
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ホスト名の設定

ホスト名は、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。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

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 ca-west
ca-west(config)# exit
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)# no hostname

ローカル Cisco Unity Express システムを識別する

ホスト名を指定します。ホスト名の中にドメイン

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、プロンプトは「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

て作成されます。

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 hosts

例 :
se-10-0-0-0# show hosts

システムに設定されたホスト サーバを表示しま

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

アップのコンフィギュレーション ファイルにコ

ピーします。
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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: ca-west
Domain:        myoffice
DNS Server1:   10.100.10.130
DNS Server2:   10.5.0.0
ca-west#

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 ip route

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 ip route

例 :
se-10-0-0-0# show ip route

IP ルートの宛先、ゲート、およびマスクを表

示します。
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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 myoffice
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 ip route 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 ip route

           DEST            GATE            MASK IFACE
      10.100.6.9 0.0.0.0   255.255.255.0 eth1
      172.16.0.0         0.0.0.0       255.0.0.0 lo
        0.0.0.0       10.100.6.9         0.0.0.0 eth1
se-10-0-0-0#

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

トアップのコンフィギュレーション ファイ

ルにコピーします。

コマンドまたは操作 目的
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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）を設定するには、GUI オプション

または CLI コマンドを使用するか、ソフトウェア インストール後のプロセスで行います。

Cisco Unity Express では、最大 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。 

• IP アドレスを使用する場合、NTP サーバを参照するときは、常にその IP アドレスを使用する
必要があります。ホスト名を使用してその NTP サーバを参照することはできません。

• ホスト名を使用する場合、NTP サーバを参照するときは、常にそのホスト名を使用する必要が
あります。IP アドレスを使用してその NTP サーバを参照することはできません。

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 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 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、サーバに prefer ア

トリビュートを使用してから、他のサーバを設定し

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。
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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#

show ntp status 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 ntp status

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#

show ntp status 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 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#

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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。

コマンドまたは操作 目的
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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。

• IP アドレスを使用して NTP サーバが設定されている場合は、その IP アドレスを使用してサー
バを削除します。ホスト名を使用してサーバを削除することはできません。

• ホスト名を使用して NTP サーバが設定されている場合は、そのホスト名を使用してサーバを削
除します。IP アドレスを使用してサーバを削除することはできません。

NTP サーバのホスト名に複数の IP アドレスが関連付けられている場合、削除する IP アドレス
を指定することはできません。Cisco Unity Express は DNS サーバからの応答に基づいて IP アド
レスを削除するため、設定されている NTP サーバの IP アドレスのうち、どれが削除されるか
を保証することはできません。 

特定の IP アドレスを持つ NTP サーバを削除する場合は、削除手順を繰り返してすべての NTP
サーバを削除し、正しい IP アドレス情報を使用して DNS サーバを更新します。次に、NTP サー
バを繰り返し追加して、NTP サーバを適切な数の IP アドレスに割り当てます。

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。
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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 server

• show ntp source

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

プのコンフィギュレーション ファイルにコピーし

ます。

コマンドまたは操作 目的
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外部 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。メッセー

ジを表示するには、CLI コマンドを使用します。GUI からメッセージは表示できません。

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。

• 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。ファイルは、すべてのシステム メッ
セージを含み、Cisco Unity Express モジュールのハードディスク上の /var/log/messages.log に格
納されます。トラブルシューティングやエラー報告のために検討するときは、メッセージを印

刷したり、コンソール上に表示したり、またはサーバにコピーしたりできます。

• コンソール：show log name messages.log コマンドを使用すると、messages.log ファイルが表示
されます。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 UDP をリスンする
ように設定されている必要があります。

前提条件

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 {IP-address | hostname}

3. exit

4. show running-config
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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

voicemail default mailboxsize 3000
voicemail capacity time 6000

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 log server address {IP-address | hostname}

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
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

アップのコンフィギュレーション ファイルにコ

ピーします。
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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 Republi  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 Time - Kentucky - Wayne County
 5) Eastern Standard Time - Indiana - most locations
 6) Eastern Standard Time - Indiana - Crawford County
 7) Eastern Standard Time - Indiana - Starke County
 8) Eastern Standard Time - Indiana - Switzerland County
 9) Central Time
10) Central Time - Michigan - Wisconsin border
11) Central Time - North Dakota - Oliver County
12) Mountain Time
13) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
14) Mountain Time - Navajo
15) Mountain Standard Time - Arizona
16) Pacific Time
17) Alaska Time
18) Alaska Time - Alaska panhandle
19) Alaska Time - Alaska panhandle neck
20) Alaska Time - west Alaska
21) Aleutian Islands
22) Hawaii
#? 16

The following information has been given:

United States
Pacific Time

Therefore TZ='America/Los_Angeles' will be used.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1
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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/Los_Angeles
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
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Cisco Unity Express のネットワーキ
ング

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.176）

• ネットワーク ロケーションの設定（P.178）

• ネットワーク ロケーション音声名のダウンロードとアップロード（P.185）

• ネットワーク ロケーションの無効化（P.187）

• ローカル ディレクトリへのリモート ユーザの追加（P.189）

• 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.196）

• 着信メッセージに対する発信者 ID の設定（P.198）

• ロケーションへの vCard 情報の設定（P.199）

• LRU キャッシュの設定（P.203）

• ネットワーク ブロードキャスト メッセージの設定（P.205）

• 同報リストの設定（P.211）
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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 CallManager または Cisco CallManager Express のコール制御プラット

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

Non-Delivery Record（NDR）

ボイスメール メッセージのネットワーキングでは、配信されないメッセージを処理するために

Non-Delivery Record（NDR）が使用されます。現状、メッセージをローカル ユーザに配信できない

場合、送信者は理由に関する通知をすぐに受信します。ただし、リモート ユーザに送信する場合

は、リモート ロケーションへの連絡やメッセージの配信が繰り返し試行されるため、すぐには

フィードバックが行われない場合があります。 

指定された期間が過ぎると、送信者は、配信不能の理由を示す新しいボイスメール メッセージを受

信します。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。

ブラインド アドレス

同じ（ローカルの）Cisco Unity Express ボイスメール システムでユーザが別のユーザにメッセージ

を送信する場合、送信者は、名前の入力機能（spell-by-name）または内線番号を使用して受信者の

宛先を指定することができます。送信者には、受信者の音声名（録音されている場合）または受信

者の内線番号の確認が再生されます。

ユーザがリモート 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。リモート受信者のアドレスは、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足したものとな

ります。

リモート ユーザの音声名の確認

Release 2.1 より、管理者または他の特権ユーザは、Telephone User Interface（TUI; 電話ユーザ イン

ターフェイス）の Administration via Telephone（AvT）機能を使用して、リモート ユーザをローカル

ディレクトリに追加できるようになりました。管理者は、このリモート ユーザの音声名を録音でき

ます。Cisco Unity Express の Network Module（NM; ネットワーク モジュール）は最大 50 のリモー

ト ユーザをサポートし、Advanced Integration Module（AIM; 拡張統合モジュール）は最大 20 のリ

モート ユーザをサポートします。

このディレクトリを使用すると、ローカル ボイスメール送信者は、名前によるダイヤル機能

（dial-by-name）を使用してメッセージの宛先にリモート ユーザを指定し、受信者の音声名の確認を

受信することができます。受信者がディレクトリにない場合、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。

ローカル システムで vCard 情報が有効になっている場合、着信する vCard 情報によってリモート

ユーザ ディレクトリが更新されます。また、vCard 情報によってリモート ユーザのダイナミック

キャッシュも更新されます。このキャッシュは、リモート ユーザの名、姓、および音声名を含み、
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Least Recently Used（LRU; 最低使用頻度）を基準に更新されます。ローカル送信者によってボイス

メッセージの宛先に指定されたリモート ユーザが、ローカル ディレクトリでなく LRU キャッシュ

にある場合、送信者にはリモート ユーザの音声名が再生されます。リモート ユーザがディレクト

リにもキャッシュにもない場合、送信者は音声名の確認を受信しません。

コンポーネント

• Cisco Unity Express：システム間のネットワーキングについて、各ロケーションの Cisco Unity
Express システムを設定します。

• Cisco CallManager：Release 3.3(3)、3.3(4)、4.0(1)、4.0(2)、および 4.1(2) がサポートされています。 

• Cisco Unity：Releases 4.03 および 4.04 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、P.22の「その他のリファレンス」を参照してください。

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ている必要があります。

• Cisco Unity Express サイトと Cisco コール制御システム 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 CallManager と Cisco Unity Express バージョンの互換性

Cisco Unity Express は、Cisco CallManager 3.3(3) 以降と相互運用できるように設定されて出荷されて

います。異なるバージョンの Cisco CallManager との組み合わせで Cisco Unity Express をインストー

ルする場合、または Cisco CallManager 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。

• Cisco CallManager 4.0 との組み合わせで Cisco Unity Express がインストールされる場合、初期化
ウィザード手順の完了時にユーザが開始するリロードの後に、Cisco Unity Express がリロード
します。

• Cisco CallManager 3.3 との組み合わせで Cisco Unity Express がインストールされている場合に、
Cisco CallManager がバージョン 4.0 にアップグレードされると、Cisco Unity Express がリロード
し、新規バージョンの Cisco CallManager と連携するためにシステム ファイルを更新します。さ
らにユーザが行うべき操作はありません。

• Cisco CallManager の構成により Cisco CallManager のバージョンが変更された場合、または異な
るバージョンの Cisco CallManager が復元された場合は、手動のリロードを行う必要がありま
す。ユーザが開始したリロードの後に、Cisco Unity Express がもう一度リロードを行います。

制約事項

• VPIM バージョン 2 プロトコルは、Cisco Unity Express と Cisco Unity 4.0.3 間だけでサポートさ
れています。VPIM バージョン 2 プロトコルを使用する他のボイスメール システムとのイン
ターワーキングはサポートされていません。

• Cisco Unity Express Release 2.0 の場合、ネットワーク コンフィギュレーションは Command Line
Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）からのみ使用できます。ネットワーク ト
レースは、CLI または Cisco Unity Express の Graphical User Interface（GUI; グラフィカル ユーザ
インターフェイス）から使用できます。GUI では、Administration > Traces を選択します。ト
レース オプションの詳細については、P.183の「トラブルシューティング コマンド」を参照し
てください。



Cisco Unity Express のネットワーキング
ネットワーク ロケーションの設定

178
Cisco Unity Express CLI アドミニストレータ ガイド Cisco CallManager Release 2.1

OL-7568-01-J

ネットワーク ロケーションの設定
Cisco Unity Express にネットワーク ロケーションを設定するには、各ネットワーク ロケーションで

次のタスクを実行します。

前提条件

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。この番号の最大長は 7 桁の数字です。Release 2.0 は
最大 500 のロケーションをサポートしています。

• （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。

• 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。

• 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。プレフィックスの最大長は 15 桁の数字です。

• ローカル ボイスメール システムの内線番号の桁数。

• 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。

概略手順

1. config t

2. network location id number

3. name location-name

4. abbreviation name

5. email domain domain-name

6. voicemail phone-prefix digit string

7. voicemail extension-length number [min number | max number]

8. voicemail vpim-encoding {dynamic | G711ulaw | G726}

9. （オプション）voicemail spoken-name

10. end

11. network local location id number

12. exit

13. show network locations

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、

ユーザが電話ユーザ インターフェイスで宛先指定機能
を実行するときに入力されます。この番号の最大長は

7 桁の数字です。Cisco Unity Express Release 2.0 は、シ
ステムあたり最大 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）ユーザが電話ユーザ インターフェイスで宛

先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。 

ステップ 5 email domain domain-name

例 :
se-10-0-0-0(config-location)# email 
domain cisco.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@cisco.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。

注意 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。このロケーショ
ンの電子メール ドメインを削除するときに、ロ
ケーションがネットワーク ローカル ロケーショ
ンとして設定されていた場合（ステップ 11 を参
照）、コンフィギュレーションを保存して Cisco
Unity Express をリロードしても、ネットワーク
ローカル 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。
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ステップ 6 voicemail phone-prefix digit-string

例 :
se-10-0-0-0(config-location)# voicemail 
phone-prefix 484

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

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：内線番号の最小桁数を設定します。デフォ
ルト値は 2 です。

• min number：内線番号の最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。 

ステップ 8 voicemail vpim-encoding {dynamic | 
G711ulaw | G726}

例 :
se-10-0-0-0(config-location)# voicemail 
vpim-encoding G711ulaw

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 U-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 U-law 符号化をサポートして
いる場合（Cisco Unity など）にのみ設定します。

• 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
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。

コマンドまたは操作 目的
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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 ネットワーク ローカル ロケーションを削除して
からコンフィギュレーションを保存した場合、

Cisco Unity Express をリロードしても、ネット
ワーク ローカル 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。

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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例

次の例は、サンノゼにある ABC 社のコール制御システムに対する show network コマンドの出力を

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.cue.abc.com
102       'Dallas/Fort Worth'             DFW dfw.cue.abc.com
201       'Los Angeles' LAX lax.cue.abc.com
202       'Canada' CAN can.cue.abc.com
301       'Chicago' CHI chi.cue.abc.com
302       'New York' NYC nyc.cue.abc.com
401       'Bangalore' BAN bang.cue.abc.com                              

se-10-0-0-0# show network detail location id 102

Name: Dallas/Fort Worth
Abbreviation: DFW
Email domain: dfw.cue.abc.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.cue.abc.com
Minimum extension length:          2
Maximum extension length:         15
Phone prefix:                           
VPIM encoding: dynamic
Send spoken name:                    enabled

次の例は、show network queues コマンドの出力を示しています。出力には、次のフィールドがあ

ります。

• 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。
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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.cue.abc.com
106   VPIM 06:28:25   20    jennifer        1001@sjc.cue.abc.com

Urgent Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
123   VPIM 16:33:39   1     andy            9003@lax.cue.abc.com

Normal Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
122   VPIM 16:33:23   1     andy            9001@lax.cue.abc.com
124   VPIM 16:34:28   1     andy            9003@lax.cue.abc.com
125   VPIM 16:34:57   1     andy            9002@lax.cue.abc.com
126   VPIM 16:35:43   1     andy            9004@lax.cue.abc.com

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]

5. trace networking database [all | connection | execute | garbage | largeobject | mgmt | query | results |
transaction]

6. trace networking jobqueue [all | job number]
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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：

ステップ 2 trace networking vpim [all | receive | send]

例 :
se-10-0-0-0# trace networking vpimi 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、ユーザ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。

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：異常データ収集プロセス。

• 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。
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ネットワーク ロケーション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。それらの名

前ファイルは、Cisco Unity Express モジュール上の Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）に

保存されます。ファイルを Cisco Unity Express モジュール以外のサーバにダウンロードした場合は、

それらの音声名ファイルをネットワーク内の別の Cisco Unity Express モジュールにアップロードで

きます。

次の各項では、この機能について説明します。

• 前提条件（P.185）

• ネットワーク ロケーションの無効化（P.187）

• ロケーション音声名のアップロード（P.186）

前提条件

• 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

ロケーション音声名のダウンロード

ネットワーク ロケーション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。

次の例では、音声名ファイル rename.wav がロケーション 500 に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

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
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ロケーション音声名のアップロード

ネットワーク ロケーション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

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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ネットワーク ロケーションの無効化
Cisco Unity Express では、Cisco Unity Express ネットワーク内のロケーションを無効にできます。ネッ

トワーク ロケーションでの Cisco Unity Express ボイスメール メッセージの送受信を無効にするた

めの、新しいコマンドが用意されています。このコマンドを使用しても、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有効にするには、enable
コマンドを使用します。

前提条件

ネットワーク ロケーションを無効にするには、ネットワーク ロケーション ID が必要です。

概略手順

1. config t

2. network location id location-id

3. no enable

4. y

5. end

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 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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例

次の例では、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 の詳細が表示さ

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)# 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: how.cue.abcdef.com
Minimum extension length: 2
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有効になります。

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)# end
se-10-0-0-0(config)# exit
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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
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、頻繁に宛先指定されるリモート ユーザを追加でき

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機能

（dial-by-name）を使用して、宛先にリモート受信者を指定することができます。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。

Release 2.1 では、ライセンス レベルに関係なく、NM は最大 50 のリモート ユーザをサポートし、

AIM は最大 20 のリモート ユーザをサポートします。

システム管理者は、Cisco Unity Express 電話ユーザ インターフェイス（TUI）の新しいメニュー オ

プションを使用して、リモート ユーザの音声名を録音することができます。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、リモート内線番号およ

び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 ユーザに対するリモート メッセージの影響（P.189）

• ローカル ディレクトリへのリモート ユーザの設定（P.190）

• リモート ユーザの表示（P.193）

• 前提条件（P.187）

ローカル ユーザに対するリモート メッセージの影響

Release 2.1 までは、ローカル送信者は、リモート受信者にメッセージを送信するときにブラインド

アドレスを使用する必要がありました。現行では、ローカル送信者は名前によるダイヤル機能

（dial-by-name）を使用して、リモート受信者のアドレスを指定できます。名前または番号が別のも

のと競合している場合、システムは、競合するアドレスをすべて送信者に示して、選択できるよう

にします。

次のいずれかの設定になっている場合、ローカル送信者にはリモート ユーザの音声名が再生されま

す。

• 音声名がローカル システムに録音されている。

• ローカル システムがリモート ユーザからメッセージを受信した段階で、リモート ユーザの音
声名がリモート システムに録音されており、リモート システムが音声名をローカル システム
に送信するように設定されている。 

リモート送信者の音声名がローカルまたはリモートで設定されていない場合、ローカル ユーザに

は、リモート内線番号とリモート ロケーション名が再生されます。

ローカル ユーザがリモート ユーザからのメッセージを再生する場合、ローカル ユーザには、リモー

ト送信者の音声名またはリモート電話番号、リモート オフィスの音声名、日付、およびメッセージ

の送信時刻が再生されます。メッセージが送信されてから 30 分以上経過してローカル システムが

メッセージを受信した場合でも、ローカル ユーザには、メッセージが送信された時刻が再生されま

す。ローカル ユーザがこのメッセージに返信する場合、システムは適切なリモート アドレス情報

を自動的に設定します。
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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 ユー

ザは、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 Record（NDR）を受信します。Release 2.1 には Delayed Delivery

Record（DDR）が追加されています。DDR とは、60 分を経過しても元のメッセージが配信されな

い場合に送信者のメールボックスに残される通知のことです。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。また、DDR は保存できず、削除のみできます。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 つのみです。ユーザは、同じメッセージの最新の DDR を

受信するには、既存の DDR を削除する必要があります。

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 サイトを設定する場合は、CLI コマンドを使用できま
す。Release 2.1 には、ロケーション パラメータを設定する新しい GUI 画面が追加されています。

• 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、P.199の「ロケーションへの vCard 情報の設定」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。

前提条件

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 created

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。

前提条件

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 abrown 
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。

• システムに最大数のリモート 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 abrown 
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最大桁数と最小桁数の間

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 created

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

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 abrown 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。

• システムに最大数のリモート 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 abrown 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 abrown 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 abrown 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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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 asmith location sjc created
se-10-0-0-0(config)# remote username asmith phonenumber 84444
se-10-0-0-0(config)# remote username tbrown location sjc created
se-10-0-0-0(config)# remote username tbrown phonenumber 81111
se-10-0-0-0(config)# remote username jdoe location nyc created
se-10-0-0-0(config)# remote username jdoe phonenumber 92222
se-10-0-0-0(config)# remote username sjones location nyc created
se-10-0-0-0(config)# remote username sjones phonenumber 93333
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0# remote username asmith fullname display “Al Smith”
se-10-0-0-0# remote username asmith fullname first Al
se-10-0-0-0# remote username asmith fullname last Smith
se-10-0-0-0# remote username tbrown fullname display “Tom Brown”
se-10-0-0-0# remote username tbrown fullname first Tom
se-10-0-0-0# remote username tbrown fullname last Brown
se-10-0-0-0# remote username jdoe fullname display “Jane Doe”
se-10-0-0-0# remote username jdoe fullname first Jane
se-10-0-0-0# remote username jdoe fullname last Doe
se-10-0-0-0# remote username sjones fullname display “Susan Jones”
se-10-0-0-0# remote username sjones fullname first Susan
se-10-0-0-0# remote username sjones fullname last Jones
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は、たとえば次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show remote users

asmith
tbrown
jdoe
sjones

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 asmith
Full Name: Al Smith
First Name: Al
Last Name: Smith
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、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 ユーザ Al Smith 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 asmith phonenumber 84444
se-10-0-0-0(config)# end

表示名の削除

次の EXEC モードのコマンドは、リモート ユーザの表示名を削除します。

no remote username username fullname display display-name

ここで、username はリモート ユーザの名前で、display-name はリモート ユーザの表示名です。

次の例では、リモート ユーザ Al Smith の表示名が削除されます。

se-10-0-0-0# no remote username asmith fullname display “Al Smith”

名の削除

次の EXEC モードのコマンドは、リモート ユーザの名を削除します。

no remote username username fullname first first-name

ここで、username はリモート ユーザの名前で、first-name はリモート ユーザの名です。

次の例では、リモート ユーザ Al Smith の名が削除されます。

se-10-0-0-0# no remote username asmith fullname first Al

姓の削除

次の EXEC モードのコマンドは、リモート ユーザの姓を削除します。

no remote username username fullname last last-name

ここで、username はリモート ユーザの名前で、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 Al Smith の姓が削除されます。

se-10-0-0-0# no remote username asmith fullname last Smith
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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。

no remote username username 

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 Al Smith が削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no remote username asmith
se-10-0-0-0(config)# end
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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。それらの名

前ファイルは、Cisco Unity Express モジュール上の Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）に

保存されます。ファイルを Cisco Unity Express モジュール以外のサーバにダウンロードした場合は、

それらの音声名ファイルをネットワーク内の別の Cisco Unity Express モジュールにアップロードで

きます。

次の各項では、この機能について説明します。

• 前提条件（P.196）

• リモート ユーザの音声名のダウンロード（P.196）

• リモート ユーザの音声名のアップロード（P.197）

前提条件

• 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 abrown の音声名ファイル abrown.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/abrown.wav username abrown 
loginname admin password test

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
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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

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 abrown の音声名ファイル abrown.wav がアップロードされます。

se-10-0-0-0# remote copy spokenname username abrown url ftp:/10.4.51.66/abrown.wav 
loginname admin password test

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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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 CallMenager Express 内線番号または Cisco CallManager 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 オプションまたは下記の 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。外線通話の発信元として考えられるのは、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。

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.198）

• ローカル システムでの発信者 ID の無効化（P.198）

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



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

199
Cisco Unity Express CLI アドミニストレータ ガイド Cisco CallManager Release 2.1

OL-7568-01-J

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、P.189の「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）。

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 キャッシュの最大長は、NM では 50 ユーザ、AIM では 20 ユーザです。

次の各項では、この機能について説明します。

• ロケーションにおける vCard 情報の受信の有効化（P.199）

• vCard ステータスの表示（P.200）

• vCard 情報の受信の無効化（P.201）

ロケーションにおける vCard 情報の受信の有効化

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

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 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。
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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

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。

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。

次の例では、vCard が有効になっているネットワーク ロケーション 15 に関する詳細が表示されま

す。

se-10-0-0-0# show network detail location id 15

Name: houston
Abbreviation: hou
Email domain: how.cue.abcdef.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

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。

コマンドまたは操作 目的
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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

次の例では、vCard が有効になっているローカル システムに関する詳細が表示されます。

se-10-0-0-0# show network detail local

Location ID: 10
Name: SanJoseCA
Abbreviation: sjc
Email domain: sjc.cue.abcdef.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

vCard 情報の受信の無効化

vCard 情報の受信を無効にするには、この手順を使用します。

概略手順

1. config t

2. network location id location-id

3. no voicemail vcard

4. end

5. 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 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 voicemail vcard

例 :
se-10-0-0-0(config-location)# no voicemail 
vcard

ネットワーク ロケーション location-id での vCard 情

報の受信を無効にします。
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例

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

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。

コマンドまたは操作 目的
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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。

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 キャッシュの最大容量は、NM では 50 ユーザ、AIM では 20 ユーザです。LRU キャッシュが

最大容量に達すると、新しいエントリによって、タイムスタンプが最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。 

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（P.203）

• LRU キャッシュの無効化（P.204）

• LRU キャッシュ データの表示（P.204）

LRU キャッシュの有効化

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
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LRU キャッシュの無効化

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、キャッシュに新しいユーザ

エントリを格納できなくなります。

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。 

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

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、ユーザ ID、ロケーション、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
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ネットワーク ブロードキャスト メッセージの設定
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、ブロードキャスト特権を持つユー

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、ブ

ロードキャスト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 電話ユーザ インターフェイス（TUI）

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、メッセージの宛先再指定、再

録音、および確認を行うオプションを使用できます。また、送信者には、システムが削除するまで

ブロードキャスト メッセージを再生できる日数を設定するオプションが用意されています。ブロー

ドキャスト メッセージの最大格納期間は 30 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、メッセージ ウェイティング インジケータ（MWI）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 メッセージに対してのみ MWI ライトをオンにすることができ

ます。

次の各項では、この機能について説明します。

• ブロードキャスト メッセージの設定（P.205）

• 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.207）

• 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.208）

• ブロードキャスト メッセージの表示（P.208）

• ブロードキャスト メッセージの削除（P.209）

• 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.210）

• グループのブロードキャスト特権の無効化（P.210）

• 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.210）

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。

• グループへのブロードキャスト特権の設定（P.206）

• 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.206）
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グループへのブロードキャスト特権の設定

グループにブロードキャスト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ブロードキャスト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。

前提条件

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

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 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 メッセージの最大長を秒単位で

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。最大値は 30 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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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

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。

前提条件

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、次の情報が

必要です。

• 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

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 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

ロケーションの VPIM ID を指定します。有効な

VPIM ID には、英字、数字、および特殊文字の下線

（_）、ダッシュ（-）、ドット（.）を使用できます。最

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。
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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

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 ライトをオンにす

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

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.cue.abcdef.com
Length(secs): 10
Start time: 21:12:54 Nov 23 2004 PST
End time: 11:48:06 Dec 4 2004 PST

Message ID: JMX0824L4R4-NM-FOC08221WSQ-1103084723247-NBCM
Sender: 5555@nyc.cue.abcdef.com
Length(secs): 30
Start time: 08:41:09 Dec 7 2004 PST
End time: 09:00:00 Jan 3 2005 PST

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。

コマンドまたは操作 目的
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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

新しいカラムの 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%

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

新しい行の broadcast message count 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
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

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
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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。 

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

グループのブロードキャスト特権の無効化

グループからブロードキャスト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 はブロードキャスト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ブロードキャスト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 ライトをオフにするには、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
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同報リストの設定

Cisco Unity Express では、同報リストを設定できます。この同報リストを使用すると、ユーザはボ

イスメール メッセージを一度に複数の受信者に送信できます。この項では、同報リストについて説

明します。この項は、次の項で構成されています。

• 同報リストのメンバー（P.211）

• パブリック同報リスト（P.211）

• プライベート同報リスト（P.213）

• 同報リストのプロパティ（P.213）

• Cisco Unity Express と Cisco Unity の同報リスト間の相違点（P.214）

• パブリック同報リストの設定（P.215）

• 同報リストの表示（P.218）

• 同報リストの削除（P.220）

同報リストのメンバー

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。

• 共用メールボックス（GDM）

• グループ

• 他の同報リスト

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。

• 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。

パブリック同報リスト

システムのローカル ユーザはすべて、ボイスメール メッセージのアドレスにパブリック同報リス

トを使用できます。表 10 に、パブリック同報リストの機能を示します。
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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。

表 10 パブリック同報リストの機能

機能 使用可能な数 説明

システム上のリストの最

大数

15 Cisco Unity Express では、最大 15 のユーザ定義パブ

リック リストがサポートされています。これらのリス

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。

システムは everyone リストという特殊なリストを生

成します。このリストにはローカル ユーザがすべて含

まれますが、グループ、GDM、または他のリストは

含まれません。システムは、このリストの要求を受信

すると、リストを自動的に作成します。ユーザがこの

リストのメンバーを追加または削除することはでき

ません。

リストの所有者の数 0 ～ 50 15 のパブリック リストには所有者を割り当てること

ができます。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。 

所有者は、リストのメンバーを編集または削除できま

す。また、リストに他の所有者を割り当てることもで

きます。 

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となり、いつでも

任意のパブリック リストを編集できます。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。

ローカル システム上のリ

スト メンバーの最大数

1000 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 リストの全メンバーの総数です。

この最大値は、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。

ローカル システム上のリ

スト所有者の最大数

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。

この最大値は、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。
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プライベート同報リスト

ローカル ユーザは、そのユーザだけが表示およびアクセスできるプライベート同報リストを作成で

きます。表 11 に、プライベート同報リストの機能を示します。

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。

• ID：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、最大 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。名前にはスペースは使用
できません。

有効なプライベート リストの番号は 1 ～ 5 です。

パブリック リストの番号の最大長は 15 桁です。リスト番号は、ユーザまたは GDM の電話番
号と同じものにできますが、別のローカル パブリック リストの番号と同じものにはできませ
ん。

システムは、デフォルトの everyone パブリック リストには 9999 を自動的に割り当てます。管
理者は、GUI メニュー オプションの Voice Mail > Distribution Lists > Public Lists を使用してこ
の番号を変更することができます。TUI オプションまたは CLI コマンドを使用して番号 9999 を
変更することはできません。

• メンバー：同報リストはさまざまなメンバーで構成できます。メンバーに指定できるのは、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、および他のリストです。

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。

表 11 プライベート同報リストの機能

機能 説明

プライベート リストの所有

者

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。 

ローカル ユーザをシステムから削除すると、そのユーザのプライ

ベート リストも削除されます。

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。

プライベート リストの表示 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であるローカル ユーザは、GUI を使

用して、特定のユーザに属するプライベート リストを表示するこ

とができます。CLI コマンドを使用すると、プライベート リストと

その詳細を表示できます。

ViewPrivateList グループまたは Administrator グループのメンバー

は、ユーザのプライベート リストを作成または変更できません。

1 ユーザあたりのプライベー

ト リストの最大数

各ユーザは、最大 5 つのプライベート リストを持つことができま

す。

1 ユーザあたりのメンバーの

最大数

ユーザのプライベート リストに含まれるメンバーの総数は 50 で

す。

ローカル システム上のメン

バーの最大数

50*n。ここで、n はボイスメールボックス レベルで許可されたメー

ルボックス（ユーザではない）の数です。
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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。

• 音声名：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、TUI を使用してリ
ストの音声名を録音することができます。GUI または 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。 

デフォルトの everyone パブリック リストには、デフォルトで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。

• リスト メンバーの削除：ローカル ユーザまたはリモート ユーザをシステムから削除すると、
ユーザは、システム上のすべてのパブリック同報リストおよびプライベート同報リストから削

除されます。ユーザのプライベート同報リストはシステムから削除され、ユーザはあらゆるパ

ブリック同報リストの所有者から解除されます。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。 

グループが削除される場合は、同じ一連の操作が適用されます。ただし、プライベート リスト
は操作の対象外です（グループはプライベート リストを所有できないため）。

• 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。

Cisco Unity Express と Cisco Unity の同報リスト間の相違点

表 12 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 12 Cisco Unity Express と Cisco Unity の同報リスト間の相違点

機能 Cisco Unity の実装 Cisco Unity Express 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。

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。

同報リストの作成 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。

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。
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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。

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。

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：説明の最大長は 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。

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}

5. （オプション） list number list-number description description

6. exit

リスト メンバーの削

除

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。

ユーザは、ボイス メッセージの宛先を指

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。

別のリストへのプラ

イベート リストの追

加

使用できません。 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。

表 12 Cisco Unity Express と Cisco Unity の同報リスト間の相違点 （続き）

機能 Cisco Unity の実装 Cisco Unity Express の実装
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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
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 の最大長は 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 リストがすでに最大数（15）に達し
ている場合は、エラー メッセージが表示されま
す。

ステップ 3 list number list-number owner owner-ID

例 :
se-10-0-0-0(config)# list number 5 owner 
mbrown

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最大数（50）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。
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ステップ 4 list number list-number 
member {member-name | extension} 
type {group | user | gdm | list | remote | blind} 

例 :
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member 
wsmith 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 
tjones type remote
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member 
abc5555 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 

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最大数

（1000）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。

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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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 abcdef
se-10-0-0-0(config)# list number 5 owner progmgrs
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member abcdef type user
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member xxyyzz 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 nyc7777 type blind
se-10-0-0-0(config)# exit

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。

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:

abcdef Local User
progmgrs Group

Members:
abcdef Local User
xxyyzz 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 lists 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。
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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 detail public name engineers
Number: 5
Name: engineers
Type: Public
Description: 
Owners:

abcdef user
progmgrs group

Members:
abcdef user
xxyyzz 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。

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 abcdef

Owner: abcdef
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 lists 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。

ViewPrivateList 特権を持つグループまたは Administrators グループのメンバーであるリスト所有者

およびローカル ユーザは、特定のユーザに属するプライベート リストを表示できます。 

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。
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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 detail private name projectteam owner abcdef
Number: 4
Name: projectteam
Type: Private
Description: 
Owner:

abcdef
Members:

tech1 user
tech2 user
testers group
tech10 remote

show lists detail private number 4 owner abcdef 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。

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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付録 A：ソフトウェアの著作権とライ
センス

次のソフトウェア パッケージは、一般公衆利用許諾契約書バージョン 2 の条件に従って配布されます。

bash 

devfsd 

e2fsprogs 

fileutils 

findutils 

gawk 

grep 

hrtimers 

kernel2.4.18 

mingetty 

modutils 

ncurses 

net-tools 

procps 

sh-utils 

sysklogd 

syslog-ng 

sysvinit 

tar 

textutils 

utils-linux 
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GNU ソフトウェア

著作権表示：

    GNU 一般公衆利用許諾契約書

       バージョン 2、1991年 6 月

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA

 この利用許諾契約書をコピー、および逐語的に複写して配布することは許可されますが、変更は認められません。

    はじめに

  ソフトウェア ライセンスのほとんどは、そのソフトウェアを共有および変更できないように設計されています。対

照的に、GNU 一般公衆利用許諾契約書は、フリー ソフトウェアを自由に共有および変更できることを保証していま

す。つまり、ソフトウェアをすべてのユーザに公開することを目的としています。この一般公衆利用許諾契約書はフ

リーソフトウェア財団のソフトウェアのほとんどに適用されており、作者がこの利用許諾契約書の利用を決定したプ

ログラムにも適用されます（フリーソフトウェア財団のソフトウェアの中には、GNU ライブラリ一般公衆利用許諾契

約書によって保護されるものもあります）。ご自分のプログラムに GNU 一般公衆利用許諾契約書を適用することもで

きます。

  フリーソフトウェア財団がフリー ソフトウェアに言及する際は、価格ではなく使用の自由のことを指しています。各

種一般公衆利用許諾契約書は、フリー ソフトウェアのコピーを配布する（および希望に応じてその種のサービスの対

価を要求する）自由があること、ソース コードを受け取る、または必要に応じて入手できること、ソフトウェアを変

更する、またはその一部を新たなフリー プログラムに使用できること、および以上の権利について知ることを保証す

るものです。

  利用者の権利を守るためには、他者がこれらの権利を否定したり、これらの権利を放棄するよう要求したりしないよ

うに、制限を設ける必要があります。これらの制限により、利用者がソフトウェアのコピーを配布または改変する場

合、利用者に一定の責任が生じます。

  たとえば、フリー プログラムのコピーを配布する場合、有償無償にかかわらず、利用者は自分が持っている権利を

すべて受領者に与えなければなりません。また、受領者がソース コードを受け取ったり、入手したりできるように保

障する必要があります。そして、受領者に次の条件を示し、受領者自身の権利について知らせる必要があります。

  フリーソフトウェア財団では、利用者の権利を次の 2 段階で保護します。（1）ソフトウェアを著作権で保護します。

（2）利用者にこの利用許諾契約書を提示し、ソフトウェアをコピー、配布、または改変する（あるいはそのすべての）

法的な許可を与えます。 

  また、それぞれの作者およびフリーソフトウェア財団を保護するために、このフリー ソフトウェアには一切の保証

がないことをご理解いただきたいと思います。ソフトウェアが他者によって改変され、それが次々に配布された場合、

受領者は入手したソフトウェアがオリジナルではなく、他者の改変によって起こった問題は原著者の名声とは関係な

いことをご承知ください。

  最後に、すべてのフリー プログラムは、常にソフトウェア特許に脅かされています。フリーソフトウェア財団では、

フリー プログラムの再配布者が個人的に特許ライセンスを取得して、実質的にそのプログラムの著作権を所有する危

険を避けたいと思います。この事態を回避するため、いかなる特許も、すべての人が自由に使用することを許可する

か、またはまったく使用を許可しないかのいずれかでなければならないことを明確にしました。

コピー、配布、および改変についての正確な条件と制約を、次に示します。

    GNU 一般公衆利用許諾契約書

   コピー、配布、および改変に関する条件と制約

  0. この利用許諾契約は、この一般公衆利用契約書の定める条件に従って配布できる旨の通知が著作権者によって記載

されたすべてのプログラムまたは他の著作物に適用されます。以下で「プログラム」と表記した場合は、そのような

プログラムまたは著作物を指します。また、「プログラムを基にした著作物」とは、プログラムまたは著作権法が規定

する派生物全般を意味します。つまり、プログラムまたはその一部をまったく同一のまま、または改変を加えて、あ

るいは他の言語に翻訳した形で含む著作物を意味します（以下では、翻訳も例外ではなく「改変」の一種とします）。

各契約者を「あなた」と呼びます。
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コピー、配布、および改変以外の行為は、本契約書の範疇ではないため、本契約書では保護されません。プログラム

を実行するという行為に制限はありません。また、このようなプログラムの出力結果は、その内容がプログラムを基

にした著作物の構成要素となる場合にのみ、本契約書によって保護されます（プログラムの実行によって行われたこ

とは無関係です）。これが当てはまるかどうかは、プログラムの機能に依存します。

  1. あなたは、適切な著作権表示および保証の免責条項をそれぞれのコピーに目立つように適切に記載し、本契約書お

よび保証の不在に言及した通知をすべて残し、本契約書のコピーをプログラムとともに他のプログラム受領者に配布

する限り、プログラムのソース コードのコピーを受領したとおりの形で、あらゆる媒体でコピーおよび配布すること

ができます。

あなたは、コピーを譲渡するという物理的行為に対して対価を要求し、任意で対価と引き換えに保護を保障すること

ができます。

  2. あなたは、プログラムのコピーまたはその一部を改変してプログラムを基にした著作物を作成し、それらの改変物

または著作物を上記第 1 条の条件の下にコピーまたは配布することができます。ただし、そのためには次の条件をす

べて満たしている必要があります。

    a）改変したファイルに、ファイルを改変したこと、および改変した日付を明示しなければならない。

    b）プログラムまたはその一部を完全または部分的に含む、あるいはそこから派生した、配布または出版する著作物

全体を本契約書の条件に従って使用することを、いかなる第三者に対しても無償で許可しなければならない。

    c）改変されたプログラムが通常、実行時にインタラクティブにコマンドを読み取る場合は、そのようなインタラク

ティブな使用のためにプログラムが最も一般的な方法で起動された際、適切な著作権表示、一切の保証がない旨（あ

るいは、あなたが保証を提供しない旨）およびユーザがそれらの条件の下でプログラムを再配布できる旨の通知、本

ライセンスのコピーの表示方法に関する通知などの表示が印刷または表示されるようにしなければならない。（ただ

し、例外として、プログラム自体がインタラクティブであっても通常はそのような通知を印刷しない場合は、プログ

ラムに基づく著作物は通知を印刷する必要はありません）。

これらの要件は、改変された著作物全体に適用されます。著作物の一部がプログラムの派生物ではないと確認でき、

それ自体独立した別個の著作物であると合理的に判断できる場合は、あなたがそれらを別個の著作物として配布する

限り、それらの部分に本契約書および本条件は適用されません。ただし、同じ部分をプログラムを基にした著作物全

体の一部として配布する場合、著作物全体の配布については本契約書の条件に従わなければなりません。本契約書が

他の契約者に与える許可は、プログラム全体および個々の部分すべてに及び、誰が作成したかは関係ありません。 

この条項の目的は、あなたが作成した著作物に対して権利を主張したり、あなたの権利に異議を唱えることではなく、

プログラムを基にした派生物または集合著作物の配布を管理する権利を行使することです。

また、ライブラリを基にしていない他の著作物とプログラム（またはプログラムを基にした著作物）を単に寄せ集め

て 1 つの記憶装置または配布媒体に収めても、他の著作物は本契約書の保護の対象にはなりません。

  3. あなたは、上記第 1 条および第 2 条の条件に従ってプログラム（あるいは第 2 条におけるそれに基づく著作物）を

オブジェクト コードまたは実行形式でコピーおよび配布することができます。ただし、次のいずれかを行うことを条

件とします。

    a）それらの形式に完全に対応した機械で解読可能なソース コードを添付し、上記第 1 条および第 2 条の条件に従

い、ソフトウェアの交換で習慣的に使用される媒体で配布する。

    b）少なくとも 3 年間は有効な書面による申し出を添付して、物理的な配布に要するコストを上回らない対価と引き

換えに、機械で解読可能な、対応ソース コードのコピーを任意の第三者に提供し、上記第 1 条および第 2 条の条件に

従い、ソフトウェアの交換で習慣的に使用される媒体で配布する旨を明記する。

    c）対応するソース コードを配布する申し出について受け取った情報を添付する（この代替案が認められるのは、非

商業的な配布の場合、およびそのような申し出とともに上記 b 項に従ってオブジェクト コードまたは実行形式でプロ

グラムを受け取った場合だけです）。

著作物の「ソース コード」とは、改変を加えるのに適した著作物の形式を意味します。実行ファイルの場合、完全な

ソース コードとは、実行ファイルに含まれるすべてのモジュールのソース コードに加え、関連するすべてのインター

フェイス定義ファイル、および実行ファイルのコンパイルとインストールの制御に使用するスクリプトを意味します。

ただし、特別な例外として、コンポーネント自体に実行ファイルが付属しない場合、実行ファイルが実行されるオペ

レーティング システムの主要なコンポーネント（コンパイラやカーネルなど）とともに（ソースまたはバイナリ形式

のいずれかで）通常配布されるものを、配布するソース コードの中に含める必要はありません。
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実行ファイルまたはオブジェクト コードの配布が、指定された場所からコピーするための手段を提供することによっ

て行われる場合、ソース コードを同じ場所からコピーするための同等の手段が提供されていれば、オブジェクト コー

ドと一緒にソース コードが強制的にコピーされなくても、ソース コードの配布とみなします。

 4. 本契約書に明示的に記述されている方法以外で、プログラムをコピー、改変、サブライセンス、または配布するこ

とはできません。他の方法でプログラムのコピー、改変、サブライセンス、または配布しようとするいかなる試みも

無効であり、そのような試みを実行した場合、本契約書における権利を自動的に失います。ただし、本契約書の下で

コピーまたは権利を受領した第三者に関しては、本契約書に完全に従う限り、ライセンスが失効することはありませ

ん。

 5. あなたは本契約書に署名していないため、本契約書を受諾する必要はありません。ただし、プログラムまたはその

派生著作物の改変または配布を許可するものは他にありません。本契約書を受諾しない場合、これらの行為は法律に

よって禁止されます。このため、プログラム（またはプログラムを基にした任意の著作物）を改変または配布するこ

とによって、その行為を行うために本契約書を受諾したこと、およびプログラムまたはプログラムを基にした著作物

のコピー、配布、または改変に関するすべての条件と制約を受諾したことを示すものとします。

  6. あなたがプログラム（またはプログラムを基にした任意の著作物）を再配布するたびに、受領者は、最初のライセ

ンサーから本契約書に定める条件に従ってプログラムをコピー、配布、または改変するライセンスを自動的に受領す

るものとします。受領者がここで認められた権利を行使する場合に、これ以上のいかなる制限も加えることはできま

せん。あなたには、第三者に本契約書の順守を強制する責任はありません。

  7. 裁判所の判決または特許侵害の申し立ての結果として、あるいはその他の理由（特許問題に限らない）から、本契

約書と矛盾する条件が（裁判所の命令、契約などによって）課せられた場合、それらの制約は本契約書の条件を免除

するものではありません。本契約書における義務とその他の関連する義務を同時に満たす形で配布できない場合は、

結果としてプログラムを配布することはできません。たとえば、ある特許ライセンスで、あなたから直接または間接

的にコピーを受け取った受領者がプログラムを無償で再配布することを許可されていない場合、その特許ライセンス

と本契約書の両方の条件を満たすには、プログラムの配布を完全に中止するしかありません。この条項の一部が特定

の状況の下で無効または実行不可能な場合にも、この条項の残りの部分は適用されることを前提としており、その他

の状況ではこの条項すべてが適用されることを前提としています。

特許権やその他の所有権を侵害したり、そのような権利の主張の有効性に対して異議を助長することがこの条項の目

的ではありません。この条項の唯一の目的は、公衆利用許諾の慣行によって行われているフリー ソフトウェア配布シ

ステムの統合性を守ることです。多くの人がこのシステムの首尾一貫した適用を信頼して、このシステムを通じて配

布されるさまざまなソフトウェアに惜しみない貢献を果たしてきました。他のシステムを通じてソフトウェアを配布

するかどうかを決めるのは作者または寄与者であり、契約者はその選択を強要できません。

この条項は、本契約書のこの条項以外の部分の帰結と考えられるケースを全面的に明らかにすることを目的としてい

ます。

  8. 特定の国々において、プログラムの配布や使用が特許または著作権のあるインターフェイスによって制限されてい

る場合、プログラムに本契約書を適用した最初の著作権者は、それらの国々を除外した明示的な地理的配布制限を加

え、除外されていない国々の国内やそれらの国々の間でのみ配布が許可されるようにすることができます。そのよう

な場合には、その制限を本契約書の本文に記載されているものとして、本契約書に加えます。 

  9. フリーソフトウェア財団では、その時々に、改訂バージョンまたは新バージョンの一般公衆利用許諾契約書を発行

することができます。そのような新バージョンの方針は現在のバージョンと同様ですが、新たな問題や懸案に対応す

るために細部では異なる場合があります。

それぞれのバージョンには、識別のためのバージョン番号が振られています。プログラムに、そのプログラムで適用

される本契約書のバージョン番号が指定され、さらに「以降の任意のバージョン」という記載がある場合、指定され

たバージョン、またはフリーソフトウェア財団によって発行された以降のバージョンのどの条件と制約に従うか選択

することができます。プログラムに本契約書のバージョン番号が指定されていない場合、これまでにフリーソフトウェ

ア財団によって発行された任意のバージョンを選択することができます。

  10. 配布条件が本契約書と異なる他のフリー プログラムにプログラムの一部を組み込む場合は、作者に書面にて許可

を求めてください。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアに関しては、フリーソフトウェア財団

に書面にてご連絡ください。このような場合には例外を認めることがあります。フリーソフトウェア財団では、当財

団のフリー ソフトウェアの派生物すべてを自由な状態に保つこと、およびソフトウェアの共有と再使用を広く促進す

ること、という 2 つの目標を指針として判断します。
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    無保証について

  11. プログラムは無償で使用が許可されるので、適用される法律の範囲において、プログラムに関するいかなる保証

も存在しません。書面で別段に定める場合を除き、著作権者またはその他の関係者（あるいはその両方）は、プログ

ラムを「現状のまま」提供するものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえて

いるとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もしません。プログラムの品質と性能に関する

リスクは、すべてあなたに帰属します。万一プログラムに欠陥があることが判明した場合、あなたは必要なすべての

保守点検、修復、または修正に要する費用を負担するものとします。

  12. 上記で許可されているとおりにプログラムを改変または再配布（あるいはその両方）できる著作権者またはその

他の関係者は、プログラムの使用またはプログラムを使用できないことによって生じる一般的、特別、偶発的、必然

的な損害を含むあらゆる損害（データの消失、データの不正確な処理、あなたまたは第三者が受けた損失、プログラ

ムが他のソフトウェアで動作しない、などを含むがこれに限定されるものではない）が起こる可能性について知らさ

れていたとしても、そのような損害に関して、適用される法律によって命じられるか、書面での合意を得ない限り、

いかなる場合もあなたに対して責任を負いません。

     条件と制約終わり

    新しいプログラムへの条件の適用

  新しいプログラムを開発し、それが可能な限り広く使用されるようになることを望む場合、最善の方法は、そのプロ

グラムをフリー ソフトウェアにして、上記の条件の下で誰でも再配布および変更ができるようにすることです。

そのためには、次の通知をプログラムに添付します。最も効果的に保証の除外を伝えるには、各ソース ファイルの先

頭に表示を加えるのが最も確実な方法です。そして、少なくとも「著作権」の方針と、表示全文を確認できる場所に

関する指示が各ファイルに記載されている必要があります。

<プログラムの名前およびその機能の簡潔な説明を示す 1 行。> Copyright（C）<年 >  <作者名 >

本プログラムはフリー ソフトウェアです。本ライブラリは、フリーソフトウェア財団によって発行された GNU 一般

公衆利用許諾契約書（バージョン 2 またはそれ以降のバージョン）の条項の下で再配布および変更できます。

本プログラムは、お役に立てていただくために配布していますが、明示または黙示を問わず、商用品として通常そな

えるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もしません。詳細につ

いては、GNU 一般公衆利用許諾契約書をご覧ください。

このプログラムには GNU 一般公衆利用許諾契約書のコピーが添付されています。添付されていない場合は、フリー

ソフトウェア財団（59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA）に書面でご連絡ください。

連絡先の電子メール アドレスまたはご住所も書き添えてください。プログラムがインタラクティブである場合は、イ

ンタラクティブ モードで起動された時に次のような通知を出力させます。

Gnomovision version 69, Copyright（C）年  作者である Gnomovision の名前とともに一切の保証がない旨を記載します。

詳細については、「show w」と入力してください。これはフリー ソフトウェアであり、一定の条件の下で自由に再配

布することができます。詳細については、「show c」と入力してください。

「show w」および「show c」は仮定のコマンドであり、一般公衆利用許諾契約書の適切な部分を示す必要があります。

当然、使用するコマンドは「show w」や「show c」以外の名前で呼ばれることもあります。プログラムによっては、

マウス クリックやメニュー形式でもかまいません。また、必要に応じて、あなたが在籍する会社（プログラマとして

働いている場合）または学校に、プログラムの「著作権放棄」に署名してもらいます。次に例を示します。名前を変

更してください。

Yoyodyne, Inc. は、James Hacker が開発したプログラム「Gnomovision」（コンパイラでパスを作成するプログラム）の

著作権法上の権利をすべて放棄します。

<Ty Coon の署名 >、1989 年 4 月 1 日 Ty Coon、副社長

この一般公衆利用許諾契約書では、著作権のあるプログラムにご自分のプログラムを組み込むことは許可されていま

せん。ご自分のプログラムがサブルーチン ライブラリである場合は、著作権を持つアプリケーションをライブラリと

リンクするほうが有益だと考えるかもしれません。そのようなことを行いたい場合は、本契約書ではなく GNU ライ

ブラリ一般公衆利用許諾契約書を使用してください。
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CURL ソフトウェア

Curl ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。

著作権および使用許諾

Copyright (c) 1996 - 2002, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.All rights reserved.

本ソフトウェアの使用、コピー、変更、配布は、その目的や有償無償にかかわらず、上記の著作権表示およびこの使

用許諾文をすべてのコピーに記載する場合のみ許可されます。

本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品

質をそなえているとの保証、特定の目的に適合するとの保証、第三者の権利を侵害しないことを含めて、いかなる保

証もなされません。事由のいかんを問わず、かつ契約内の行為であるか不法行為であるかその他の行為であるかを問

わず、作者も著作権者も、本ソフトウェア自体あるいは本ソフトウェアの使用またはその他の扱いから、もしくはそ

れに関連して発生した請求、損害、またはその他の不利益のいずれに対しても、責任を一切負いません。

この通知に含まれる場合を除き、書面による著作権者の事前の許可なしに、本ソフトウェアの販売、使用、その他の

取引を促すことを目的として宣伝またはその他の手段に著作権者の名前を使用してはなりません。

EXPAT ソフトウェア

Expat ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

本ソフトウェアおよびその関連マニュアル ファイル（以下「ソフトウェア」と呼ぶ）のコピーを入手した方は、ソフ

トウェアのコピーの使用、改変、合成、出版、配布、サブライセンス、販売の権利を含め、ソフトウェアを制限なく

扱うこと、および次の制約に従ってソフトウェアの供給の対象者にそのような行為を許可することを無償で認められ

ます。

ソフトウェアのすべてのコピーまたは重要部分に上記の著作権表示およびこの使用許諾文が含まれるものとします。

本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品

質をそなえているとの保証、特定の目的に適合するとの保証、権利を侵害しないことを含めて、いかなる保証もなさ

れません。事由のいかんを問わず、かつ契約内の行為であるか不法行為であるかその他の行為であるかを問わず、作

者も著作権者も、本ソフトウェア自体あるいは本ソフトウェアの使用またはその他の扱いから、もしくはそれに関連

して発生した請求、損害、またはその他の不利益のいずれに対しても、責任を一切負いません。

ZLIB ソフトウェア

Zlib ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。

Copyright notice: (C) 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler

本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、いかなる保証もなされません。事

由のいかんを問わず、作者は本ソフトウェアの使用から発生する損害に責任を負いません。

誰でも、次の制約に従い、商用を含む任意の目的で本ソフトウェアを使用して、自由に改変および再配布することが

認められます。

  1. 本ソフトウェアの原型について虚偽の記載をしてはなりません。また、本ソフトウェアを最初に開発したのは自分

であると主張してはなりません。本ソフトウェアを製品内で使用する場合は、その製品のマニュアルに通知を記載し

ていただけると幸いですが、義務ではありません。

  2. 改変したソース バージョンにはその旨を明示する必要があります。オリジナルのソフトウェアであるという虚偽

の記載をしてはなりません。

  3. この通知をソースの配布から削除したり変更したりすることはできません。

  Jean-loup Gailly        Mark Adler

  jloup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu
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製品内で zlib ライブラリをご使用になる場合、署名すべき長い法律書類を当方にお送りにならないようお願いいたし

ます。ソースは無償で提供されますが、いかなる保証もなされません。本ライブラリはすべて、Jean-loup Gailly と

Mark Adler によって開発されたものであり、サードパーティ製のコードは含まれていません。

APACHE ソフトウェア

次のソフトウェア パッケージは APACHE Software Foundation のライセンスに基づいて配布されます。

xerces 

jakarta-oro 

jakarta-tomcat 

著作権表示：

====================================================================

The Apache Software License, Version 1.1 Copyright (c) 1999 The Apache Software Foundation.All rights reserved.

ソース コード形式であれバイナリ形式であれ、本ソフトウェアの再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、次

の条件に当てはまる場合のみ許可されます。

1. ソース コード形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を記載する必要があり

ます。 

2. バイナリ形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を、配布物とともに提供さ

れる文書と、その他の資料があればその資料に含める必要があります。

3. 再配布時にエンドユーザ向けの文書を含める場合、次の通知を記載しなければなりません。「この製品には、Apache

Software Foundation（http://www.apache.org/）が開発したソフトウェアが含まれています」。または、ソフトウェア本体

にこのようなサードパーティの通知を通常記載する場所があれば、そこに記載することもできます。

4. 「The Jakarta Project」、「Tomcat」、および「Apache Software Foundation」の名称は、書面による事前の許可なしに、

本ソフトウェアから派生した製品を保証または宣伝するために使用することはできません。書面による許可について

は、apache@apache.org にご連絡ください。

5. Apache Group の書面による事前の許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を「Apache」と呼んだり、その名

称の一部に「Apache」を使用することはできません。

本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品

質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、いかなる保証もなされません。事由のいか

んを問わず、損害発生の原因いかんを問わず、かつ、責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか不法行為（過失そ

の他）であるかを問わず、Apache Software Foundation も寄与者も、仮にそのような損害が発生する可能性を報告され

ていたとしても、本ソフトウェアの使用から発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害ま

たは結果損害のいずれに対しても、（代替品またはサービスの提供、使用機会の喪失に対する補償、データまたは利益

の損失に対する補償、業務の中断に対する補償を含め）責任を一切負いません。

====================================================================

本ソフトウェアは、Apache Software Foundation を代表する多数の個人による自発的な貢献から成り立っています。

Apache Software Foundation の詳細については、<http://www.apache.org/> をご覧ください。

LDAP ソフトウェア

Ldap ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。

Copyright 1998-2003 The OpenLDAP Foundation

All rights reserved.

ソース コード形式であれバイナリ形式であれ、本ソフトウェアの再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、

OpenLDAP Public License の認可を受けた場合のみ許可されます。契約書のコピーは、

http://www.OpenLDAP.org/license.html または最上位の配布ディレクトリ内のファイル「LICENSE」から入手できます。
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OpenLDAP は OpenLDAP Foundation の登録商標です。

個々のファイルや寄与されたパッケージは、他の当事者により著作権で保護されている可能性があり、追加的な制約

を受けることがあります。

この著作物は、University of Michigan の LDAP v3.3 の配布から派生しています。本ソフトウェアに関する情報は

http://www.umich.edu/~dirsvcs/ldap/ でご確認いただくことができます。

この著作物には、公開ソースから得られる資料も含まれます。OpenLDAP に関する詳細については、

http://www.openldap.org/ でご確認いただくことができます。

Portions Copyright (c) 1992-1996 Regents of the University of Michigan.

All rights reserved.

ソース コード形式であれバイナリ形式であれ、本ソフトウェアの再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、こ

の通知が記載され、Ann Arbor にある University of Michigan の名前が明記されている場合にのみ許可されます。同大学

の名前は、書面による事前の明確な許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を保証または宣伝するために使用

することはできません。本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、いかなる

保証もなされません。 

GLIBC ソフトウェア

Glibc ソフトウェアは、劣等一般公衆利用許諾契約書バージョン 2.1 の著作権表示の条件の下で配布されます。

                  GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書

                       バージョン 2.1、1999 年 2 月

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA

 この利用許諾契約書をコピー、および逐語的に複写して配布することは許可されますが、変更は認められません。

［これは、劣等 GPL としては最初の公開版です。劣等 GPL は、GNU ライブラリ公衆利用許諾契約書、バージョン 2 の

後継とみなされるので、バージョン番号は 2.1 となっています］

                            はじめに

ソフトウェア ライセンスのほとんどは、そのソフトウェアを共有および変更できないように設計されています。

対照的に、GNU 一般公衆利用許諾契約書は、フリー ソフトウェアを自由に共有および変更できることを保証してい

ます。つまり、ソフトウェアをすべてのユーザに公開することを目的としています。 

  劣等一般公衆利用許諾契約書は、フリーソフトウェア財団およびこの利用許諾契約書の利用を決定したその他の作者

の特定のソフトウェア パッケージ（通常はライブラリ）に適用されます。この利用許諾契約書を使用することもでき

ますが、この利用許諾契約書または通常の一般公衆利用許諾契約書のどちらを使用する方が戦略上より優れているか、

次の説明に基づいてまず十分考察することを推奨します。

  フリーソフトウェア財団がフリー ソフトウェアに言及する際は、価格ではなく使用の自由のことを指しています。各

種一般公衆利用許諾契約書は、フリー ソフトウェアのコピーを配布する（および希望に応じてその種のサービスの対

価を要求する）自由があること、ソース コードを受け取る、または必要に応じて入手できること、ソフトウェアを変

更し、その一部を新たなフリー プログラムに使用できること、および以上の権利について知ることを保証するもので

す。 

  利用者の権利を守るためには、代理店がこれらの権利を否定したり、これらの権利を放棄するよう要求したりしない

ように、制限を設ける必要があります。これらの制限により、利用者がライブラリのコピーを配布または改変する場

合、利用者に一定の責任が生じます。

  たとえば、ライブラリのコピーを配布する場合、有償無償にかかわらず、利用者は自分が与えられた権利をすべて受

領者に与えなければなりません。また、受領者がソース コードを受け取ったり、入手したりできるように保障する必

要があります。ライブラリと他のコードをリンクする場合は、受領者がライブラリの変更および再コンパイル後にラ

イブラリとそれらのコードを再リンクできるように、完全なオブジェクト ファイルを提供しなければなりません。そ

して、受領者に次の条件を示し、受領者自身の権利について知らせる必要があります。 
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  フリーソフトウェア財団では、利用者の権利を次の 2 段階で保護します。（1）ライブラリを著作権で保護します。（2）

利用者にこの利用許諾契約書を提示し、ライブラリをコピー、配布、または改変する（あるいはそのすべての）法的

な許可を与えます。 

  また、各配布者を保護するために、このフリー ライブラリには一切の保証がないことをご理解いただきたいと思い

ます。ソフトウェアが他者によって改変され、それが次々に配布された場合、受領者は入手したソフトウェアがオリ

ジナルではなく、他者の改変によって起こった問題は原著者の名声とは関係ないことをご承知ください。

  最後に、すべてのフリー プログラムは、常にソフトウェア特許に脅かされています。フリーソフトウェア財団では、

企業が特許権保有者から限定的なライセンスを取得したために、フリー プログラムのユーザが事実上の制限を受ける

ことがないよう確認したいと思います。したがって、どのバージョンのライブラリ用に取得した特許ライセンスも、

この利用許諾契約書に明記されているとおり、完全な使用の自由を認めていなければならないことを主張します。

  いくつかのライブラリを含め、GNU ソフトウェアのほとんどは、通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書によって保護

されています。GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書は、特定のライブラリに適用されるものであり、通常の一般公衆利

用許諾契約書とは大きく異なります。フリーソフトウェア財団では、特定のライブラリとフリーでないプログラムと

のリンクを許可するために、特定のライブラリに対してこの利用許諾契約書を適用します。

  ライブラリをプログラムとリンクする場合、静的にリンクするか共有ライブラリとして使用するかにかかわらず、両

者を結合したものは、法的に結合著作物、つまり元のライブラリの派生物となります。通常の一般公衆利用許諾契約

書では、規定された自由の基準に結合物全体が適合する場合にのみ、このようなリンクを許可しています。劣等一般

公衆利用許諾契約書では、ライブラリを他のコードとリンクする場合に、より緩やかな基準を設けています。

  この利用許諾契約書を「劣等」一般公衆利用許諾契約書と呼ぶのは、ユーザの自由を保護するという点で、通常の一

般公衆利用許諾契約書よりも「劣る」ためです。また、この利用許諾契約書は、フリーでないプログラムと競争する

場合に、他のフリー ソフトウェア開発者にとってわずかな優位にしかなりません。こうした不利な点があるために、

多くのライブラリには通常の一般公衆利用許諾契約書が適用されます。しかし、特定の状況下では、劣等利用許諾契

約書を適用した方が有利な場合もあります。

  たとえば、まれなケースですが、あるライブラリをデファクト スタンダードにするために、そのライブラリが可能

な限り広範に使用されるよう促進する特殊な必要が生じる場合があります。このような必要を満たすには、フリーで

ないプログラムにライブラリの使用を許可しなければなりません。よくある事例として、フリー ライブラリが、広く

使用されているフリーでないライブラリと同じ機能を持っている場合が挙げられます。このような場合、フリー ライ

ブラリをフリー ソフトウェアでの使用のみに限定しても得られる利益はほとんどないため、劣等一般公衆利用許諾契

約書を適用します。

  また、フリーでないプログラムで特定のライブラリの使用を許可することによって、より多くの人がかなりのフリー

ソフトウェアを使用できるようになる場合があります。たとえば、フリーでないプログラムでの GNU C ライブラリ

の使用を許可することによって、より多くの人が GNU オペレーティング システム全体およびその変形である

GNU/Linux オペレーティング システムを使用できます。

  劣等一般公衆利用許諾契約書は、ユーザの自由を保護するという点では劣りますが、ライブラリとリンクされている

プログラムのユーザが、改変されたバージョンのライブラリを使用してそのプログラムを実行する自由および必要な

手段を保証します。

  コピー、配布、および改変についての正確な条件と制約を、次に示します。「ライブラリを基にした著作物」と「ラ

イブラリを使用する著作物」の違いに十分注意してください。前者はライブラリのコードを含んでいますが、後者は

ライブラリと結合して実行する必要があります。 

                  GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書

   コピー、配布、および改変に関する条件と制約

  0. この利用許諾契約は、この劣等一般公衆利用契約書（以下「本契約書」）の定める条件に従って配布できる旨の通

知が、著作権者または他の正当な権利を保有する団体によって記載されたすべてのソフトウェア ライブラリまたは他

のプログラムに適用されます。各契約者を「あなた」と呼びます。

「ライブラリ」とは、ソフトウェア関数やデータの集まりを意味し、（ライブラリに含まれる関数やデータの一部を使

用する）アプリケーション プログラムと適切にリンクして実行ファイルを形成するように作成されたものです。

  以下で「ライブラリ」と表記した場合は、本契約書の条件に従って配布されたソフトウェア ライブラリまたは著作

物全般を意味します。「ライブラリを基にした著作物」とは、ライブラリまたは著作権法が規定する派生物全般を意味

します。つまり、ライブラリまたはその一部をまったく同一のまま、または改変を加えて、あるいは他の言語に直接

翻訳した形で含む著作物を意味します（以下では、翻訳も例外ではなく「改変」の一種とします）。
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  著作物の「ソース コード」とは、改変を加えるのに適した著作物の形式を意味します。ライブラリの場合、完全な

ソース コードとは、ライブラリに含まれるすべてのモジュールのソース コードに加え、関連するすべてのインター

フェイス定義ファイル、およびライブラリのコンパイルとインストールの制御に使用するスクリプトを意味します。

コピー、配布、および改変以外の行為は、本契約書の範疇ではないため、本契約書では保護されません。ライブラリ

を使用してプログラムを実行するという行為に制限はありません。また、このようなプログラムの出力結果は、その

内容がライブラリを基にした著作物の構成要素となる場合にのみ、本契約書によって保護されます（プログラムを記

述するためのツールでのライブラリの使用は無関係です）。これが当てはまるかどうかは、ライブラリの機能およびラ

イブラリを使用するプログラムの機能に依存します。

  1. あなたは、適切な著作権表示および保証の免責条項をそれぞれのコピーに目立つように適切に記載し、本契約書お

よび保証の不在に言及した通知をすべて残し、本契約書のコピーをライブラリとともに配布する限り、ライブラリの

完全なソース コードのコピーを受領したとおりの形で、あらゆる媒体でコピーおよび配布することができます。

  あなたは、コピーを譲渡するという物理的行為に対して対価を要求し、任意で対価と引き換えに保護を保障すること

ができます。

  2. あなたは、ライブラリのコピーまたはその一部を改変してライブラリを基にした著作物を作成し、それらの改変物

または著作物を上記第 1 条の条件の下にコピーまたは配布することができます。ただし、そのためには次の条件をす

べて満たしている必要があります。

    a）改変された著作物自体がソフトウェア ライブラリでなければならない。

    b）改変したファイルに、ファイルを改変したこと、および改変した日付を明示しなければならない。

    c）いかなる第三者に対しても、著作物全体を本契約書の条件に従って使用することを無償で許可しなければならな

い。

    d）改変されたライブラリの機能が、その機能を使用するアプリケーション プログラムによって提供される関数ま

たはデータのテーブルを参照する場合（機能が実行されるときに引数として渡される場合を除く）、アプリケーション

がそのような関数やテーブルを提供しない場合にも機能が動作し、その機能が果たす目的のどの部分も失われないこ

とを保証するよう、誠実に努力しなければならない。

（たとえば、ライブラリに平方根を計算する関数が含まれる場合、その関数にはアプリケーションから完全に独立した

明確な目的があります。このため、2d 項では、この関数が使用するすべてのアプリケーション提供の関数またはテー

ブルは、任意でなければならないと規定しています。アプリケーションの提供がない場合にも、平方根機能を使用し

て平方根を計算できなければなりません）。

これらの要件は、改変された著作物全体に適用されます。著作物の一部がライブラリの派生物ではないと確認でき、

それ自体独立した別個の著作物であると合理的に判断できる場合は、あなたがそれらを別個の著作物として配布する

限り、それらの部分に本契約書および本条件は適用されません。ただし、同じ部分をライブラリを基にした著作物全

体の一部として配布する場合、著作物全体の配布については本契約書の条件に従わなければなりません。本契約書が

他の契約者に与える許可は、ライブラリ全体および個々の部分すべてに及び、誰が作成したかは関係ありません。

この条項の目的は、あなたが作成した著作物に対して権利を主張したり、あなたの権利に異議を唱えることではなく、

ライブラリを基にした派生物または集合著作物の配布を管理する権利を行使することです。

また、ライブラリを基にしていない他の著作物とライブラリ（またはライブラリを基にした著作物）を単に寄せ集め

て 1 つの記憶装置または配布媒体に収めても、他の著作物は本契約書の保護の対象にはなりません。

  3. ライブラリの任意のコピーに対して、本契約書の代わりに通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書の条件を適用する

こともできます。そのためには、本契約書について言及しているすべての通知を、本契約書ではなく通常の GNU 一

般公衆利用許諾契約書バージョン 2 に変更しなければなりません（通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書のバージョ

ン 2 よりも新しいバージョンが公表されている場合は、必要に応じて新しいバージョンを指定することができます）。

これらの通知には、これ以外のいかなる変更も加えてはいけません。

  あるコピーにこの変更が加えられた場合、そのコピーに関しては変更を取り消すことができません。そのため、その

コピーからその後作成されたコピーと派生著作物のすべてには、通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書が適用されま

す。

  この方法は、ライブラリのコードの一部をライブラリでないプログラムにコピーする場合に有用です。
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  4. あなたは、上記第 1 条および第 2 条の条件に従ってライブラリ（あるいは第 2 条におけるその一部、または派生

物）をオブジェクト コードまたは実行形式でコピーおよび配布することができます。ただし、それらの形式に完全に

対応した機械で解読可能なソース コードを添付し、上記第 1 条および第 2 条の条件に従い、ソフトウェアの交換で習

慣的に使用される媒体で配布しなければなりません。

  オブジェクト コードの配布が、指定された場所からコピーするための手段を提供することによって行われる場合、

ソース コードを同じ場所からコピーするための同等の手段が提供されていれば、オブジェクト コードと一緒にソース

コードが強制的にコピーされなくても、ソース コードの配布要件を満たすものとします。

  5. ライブラリのどの部分の派生物も含まず、ライブラリにコンパイルまたはリンクすることによってライブラリとと

もに動作するように設計されたプログラムは、「ライブラリを使用する著作物」と呼ばれます。このような著作物は、

単独ではライブラリの派生著作物ではないため、本契約書の対象外になります。

ただし、「ライブラリを使用する著作物」をライブラリにリンクして実行ファイルを作成すると、「ライブラリを使用

する著作物」ではなく、ライブラリの派生物となります（ライブラリの一部を含んでいるため）。そのため、この実行

ファイルは本契約書によって保護されます。第 6 条では、このような実行ファイルの配布条件を述べています。

「ライブラリを使用する著作物」が、ライブラリの一部であるヘッダー ファイルのコードなどを使用する場合、その

著作物のソース コードがライブラリの派生著作物でない場合にも、オブジェクト コードはライブラリの派生著作物に

なる可能性があります。これが当てはまるかどうかは、著作物がライブラリなしでリンク可能な場合、または著作物

自体がライブラリである場合に特に重要です。これを適用する基準は、法律によって厳密には定義されていません。

  このようなオブジェクト ファイルにおいて、数値パラメータ、データ構造のレイアウトとアクセッサ、および小さ

なマクロとインライン関数（長さが 10 行以下）しか使用されない場合、そのオブジェクト ファイルの使用は、法的

に著作派生物であるかどうかにかかわらず、制限されません（こうしたオブジェクト コードの他にライブラリの一部

を含む実行ファイルは、第 6 条の条件下に置かれます）。

また、著作物がライブラリの派生物である場合、第 6 条の条件に従ってその著作物のオブジェクト コードを配布する

ことができます。その著作物を含むいかなる実行ファイルも、直接ライブラリ自体とリンクしているかどうかにかか

わらず、第 6 条の条件下に置かれます。

  6. 上記の各条項の例外として、「ライブラリを使用した著作物」をライブラリと結合またはリンクして、ライブラリ

の一部を含む著作物を作成し、あなたが選択した条件に従って配布することもできます。ただし、その条件では、ユー

ザの私用目的による著作物の改変、および改変をデバッグするためのリバース エンジニアリングを許可する必要があ

ります。

その著作物の各コピーには、その著作物にライブラリが使用されていること、およびライブラリとその使用が本契約

書によって保護されていることを明示し、本契約書のコピーを提供しなければなりません。著作物の実行中に著作権

表示を表示する場合は、本契約書のコピーの参照先を示すだけでなく、ライブラリの著作権表示も含めなければなり

ません。また、次のいずれかを実施しなければなりません。

    a）著作物には、すべての改変点（上記第 1 条および第 2 条の条件に従って配布しなければならない）を含み、ライ

ブラリに対応する機械で解読可能なソース コードをすべて添付する。著作物がライブラリとリンクされた実行ファイ

ルである場合は、ユーザがライブラリを改変後に再リンクして、改変されたライブラリを含む改変された実行ファイ

ルを作成できるように、機械で解読可能な「ライブラリを使用する著作物」すべてをオブジェクト コードまたはソー

ス コード（あるいはその両方）として添付する（ライブラリ内の定義ファイルの内容を改変したユーザは、必ずしも

アプリケーションを再コンパイルして改変された定義を使用できるとは限らない）。

    b）ライブラリとのリンクには、適切な共有ライブラリ機構を使用する。適切な機構とは、（1）ライブラリの関数を

実行ファイルにコピーするのではなく、実行時にユーザのコンピュータ システムにすでに存在しているライブラリの

コピーを使用し、（2）ユーザがライブラリの改変版をインストールした場合に、その改変版と著作物が作成されたと

きの版にインターフェイス上の互換性がある限り、ライブラリの改変版で適切に動作するものである。

    c）著作物には、少なくとも 3 年間は有効な書面による申し出を添付し、配布に要するコストを上回らない対価と引

き換えに、上記 6a 項で指定されているものを著作物の受領ユーザに提供する旨を明記する。

d）著作物の配布が、指定された場所からコピーするための手段を提供することによって行われる場合は、上記で指

定されているものを同じ場所からコピーするための同等の手段を提供する。

e）ユーザが上記で指定されているもののコピーをすでに受領したこと、またはユーザにすでに送付したことを確認

する。
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  実行ファイルの場合、「ライブラリを使用する著作物」を配布する際の形式には、実行ファイルの再生成に必要なデー

タおよびユーティリティ プログラムがすべて含まれていなければなりません。ただし、特別な例外として、コンポー

ネント自体に実行ファイルが付属しない場合、実行ファイルが実行されるオペレーティング システムの主要なコン

ポーネント（コンパイラやカーネルなど）とともに（ソースまたはバイナリ形式のいずれかで）通常配布されるもの

を、配布物の中に含める必要はありません。

この要件は、通常オペレーティング システムに付属しないその他の専有ライブラリのライセンスの制限と矛盾する場

合があります。そのような矛盾が生じた場合、配布する実行ファイルの中で、それらの専有ライブラリとライブラリ

を一緒に使用できないことを意味します。

  7. ライブラリを基にした著作物であるライブラリの機能を、本契約書で保護されていない他のライブラリの機能と一

緒に 1 つのライブラリの中で並存させ、そのような結合されたライブラリを配布することができます。ただし、その

場合はライブラリを基にした著作物とその他のライブラリの機能を別個に配布することも許可し、次の 2 つのことを

行わなければなりません。

    a）結合されたライブラリに、他のどのライブラリの機能にも結合していない、ライブラリを基にした同じ著作物の

コピーを添付する。これは、上記の各条項の条件に従って配布しなければならない。

    b）結合されたライブラリに、その一部がライブラリを基にした著作物であるという事実の通知、および付随してい

る著作物の結合されていない形式を入手する方法を明示する。

  8. 本契約書に明示的に記述されている方法以外で、ライブラリをコピー、改変、サブライセンス、リンク、または配

布することはできません。他の方法でライブラリのコピー、改変、サブライセンス、リンク、または配布しようとす

るいかなる試みも無効であり、そのような試みを実行した場合、本契約書における権利を自動的に失います。ただし、

本契約書の下でコピーまたは権利を受領した第三者に関しては、本契約書に完全に従う限り、ライセンスが失効する

ことはありません。

  9. あなたは本契約書に署名していないため、本契約書を受諾する必要はありません。ただし、ライブラリまたはその

派生著作物の改変または配布を許可するものは他にありません。本契約書を受諾しない場合、これらの行為は法律に

よって禁止されます。このため、ライブラリ（またはライブラリを基にした任意の著作物）を改変または配布するこ

とによって、その行為を行うために本契約書を受諾したこと、およびライブラリまたはライブラリを基にした著作物

のコピー、配布、または改変に関するすべての条件と制約を受諾したことを示すものとします。

10. あなたがライブラリ（またはライブラリを基にした任意の著作物）を再配布するたびに、受領者は、最初のライセ

ンサーから本契約書に定める条件に従ってライブラリをコピー、配布、リンク、または改変するライセンスを自動的

に受領するものとします。受領者がここで認められた権利を行使する場合に、これ以上のいかなる制限も加えること

はできません。あなたには、第三者に本契約書の順守を強制する責任はありません。

  11. 裁判所の判決または特許侵害の申し立ての結果として、あるいはその他の理由（特許問題に限らない）から、本

契約書と矛盾する条件が（裁判所の命令、契約などによって）課せられた場合、それらの制約は本契約書の条件を免

除するものではありません。本契約書における義務とその他の関連する義務を同時に満たす形で配布できない場合は、

結果としてライブラリを配布することはできません。たとえば、ある特許ライセンスで、あなたから直接または間接

的にコピーを受け取った受領者がライブラリを無償で再配布することを許可されていない場合、その特許ライセンス

と本契約書の両方の条件を満たすには、ライブラリの配布を完全に中止するしかありません。

この条項の一部が特定の状況の下で無効または実行不可能な場合にも、この条項の残りの部分は適用されることを前

提としており、その他の状況ではこの条項すべてが適用されることを前提としています。

特許権やその他の所有権を侵害したり、そのような権利の主張の有効性に対して異議を助長することがこの条項の目

的ではありません。この条項の唯一の目的は、公衆利用許諾の慣行によって行われているフリー ソフトウェア配布シ

ステムの統合性を守ることです。多くの人がこのシステムの首尾一貫した適用を信頼して、このシステムを通じて配

布されるさまざまなソフトウェアに惜しみない貢献を果たしてきました。他のシステムを通じてソフトウェアを配布

するかどうかを決めるのは作者または寄与者であり、契約者はその選択を強要できません。

この条項は、本契約書のこの条項以外の部分の帰結と考えられるケースを全面的に明らかにすることを目的としてい

ます。

  12. 特定の国々において、ライブラリの配布や使用が特許または著作権のあるインターフェイスによって制限されて

いる場合、ライブラリに本契約書を適用した最初の著作権者は、それらの国々を除外した明示的な地理的配布制限を

加え、除外されていない国々の国内やそれらの国々の間でのみ配布が許可されるようにすることができます。そのよ

うな場合には、その制限を本契約書の本文に記載されているものとして、本契約書に加えます。
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  13. フリーソフトウェア財団では、その時々に、改訂バージョンまたは新バージョンの劣等一般公衆利用許諾契約書

を発行することができます。そのような新バージョンの方針は現在のバージョンと同様ですが、新たな問題や懸案に

対応するために細部では異なる場合があります。それぞれのバージョンには、識別のためのバージョン番号が振られ

ています。ライブラリに、そのライブラリで適用される本契約書のバージョン番号が指定され、さらに「以降の任意

のバージョン」という記載がある場合、指定されたバージョン、またはフリーソフトウェア財団によって発行された

以降のバージョンのどの条件と制約に従うか選択することができます。ライブラリに契約書のバージョン番号が指定

されていない場合、これまでにフリーソフトウェア財団によって発行された任意のバージョンを選択することができ

ます。

  14. 配布条件が本契約書と適合しない他のフリー プログラムにライブラリの一部を組み込む場合は、作者に書面にて

許可を求めてください。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアに関しては、フリーソフトウェア

財団に書面にてご連絡ください。このような場合には例外を認めることがあります。フリーソフトウェア財団では、

当財団のフリー ソフトウェアの派生物すべてを自由な状態に保つこと、およびソフトウェアの共有と再使用を広く促

進すること、という 2 つの目標を指針として判断します。

無保証について

  15. ライブラリは無償で使用が許可されるので、適用される法律の範囲において、ライブラリに関するいかなる保証

も存在しません。書面で別段に定める場合を除き、著作権者またはその他の関係者（あるいはその両方）は、ライブ

ラリを「現状のまま」提供するものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえて

いるとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もしません。ライブラリの品質と性能に関する

リスクは、すべてあなたに帰属します。万一ライブラリに欠陥があることが判明した場合、あなたは必要なすべての

保守点検、修復、または修正に要する費用を負担するものとします。

  16. 上記で許可されているとおりにライブラリを改変または再配布（あるいはその両方）できる著作権者またはその

他の関係者は、ライブラリの使用またはプログラムを使用できないことによって生じる一般的、特別、偶発的、必然

的な損害を含むあらゆる損害（データの消失、データの不正確な処理、あなたまたは第三者が受けた損失、ライブラ

リが他のソフトウェアで動作しない、などを含むがこれに限定されるものではない）が起こる可能性について知らさ

れていたとしても、そのような損害に関して、適用される法律によって命じられるか、書面での合意を得ない限り、

いかなる場合もあなたに対して責任を負いません。

条件と制約終わり

新しいライブラリへの条件の適用

新しいプログラムを開発し、それが可能な限り広く使用されるようになることを望む場合は、そのプログラムをフリー

ソフトウェアにして、誰でも再配布および変更ができるようにすることをお勧めします。そのためには、上記の条件

（あるいは、通常の一般公衆利用許諾契約書の条件）の下での再配布を許可する必要があります。

これらの条件を適用するには、次の表示をライブラリに記載します。最も効果的に保証の除外を伝えるには、各ソー

ス ファイルの先頭に表示を加えるのが最も確実な方法です。そして、少なくとも「著作権」の方針と、表示全文を確

認できる場所に関する指示が各ファイルに記載されている必要があります。

<ライブラリの名前およびその機能の簡潔な説明を示す 1 行。> Copyright（C）<年 >  <作者名 >

本ライブラリはフリー ソフトウェアです。本ライブラリは、フリーソフトウェア財団によって発行された GNU 劣等

一般公衆利用許諾契約書（バージョン 2 またはそれ以降のバージョン）の条項の下で再配布および変更できます。

本ライブラリは、お役に立てていただくために配布していますが、明示または黙示を問わず、商用品として通常そな

えるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もしません。詳細につ

いては、GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書をご覧ください。

このライブラリには GNU 一般公衆利用許諾契約書のコピーが添付されています。添付されていない場合は、フリー

ソフトウェア財団（59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA）に書面でご連絡ください。

さらに、電子メールや書面によってあなたに連絡する方法も記載します。

また、必要に応じて、あなたが在席する会社（プログラマとして働いている場合）または学校に、プログラムの「著

作権放棄」に署名してもらいます。

次に例を示します。名前を変更してください。

Yoyodyne, Inc.は、James Random Hacker が開発したプログラム「Frob」（ノブをひねるためのライブラリ）の著作権法

上の権利をすべて放棄します。
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<Ty Coon の署名 >、1990 年 4 月 1 日 Ty Coon、副社長

以上

BSD ライセンス

次のソフトウェア パッケージは BSD ライセンスに基づいて配布されます。

libpcap

tcpdump

tftp-hpa

著作権表示：

ライセンス：BSD

ソース コード形式であれバイナリ形式であれ、本ソフトウェアの再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、次

の条件に当てはまる場合のみ許可されます。

1. ソース コード形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を記載する必要があり

ます。

2. バイナリ形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を、配布物とともに提供さ

れる文書と、その他の資料があればその資料に含める必要があります。

3. 作者の名前は、書面による事前の明確な許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を保証または宣伝するため

に使用することはできません。

本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品

質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、いかなる保証もなされません。

NTP ソフトウェア

NTP ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。

Copyright Notice [sheepb.jpg] "Clone me," says Dolly sheepishly

     _________________________________________________________________

次の著作権表示は、集合的に Network Time Protocol Version 4 Distribution と呼ばれるすべてのファイルに適用されます。

個々のファイルに別段に明記されている場合を除き、ファイルに本文が明示的に含まれているかのように、この通知

を適用します。

***********************************************************************

Copyright (c) David L. Mills 1992-2001 本ソフトウェアおよびそのマニュアルの使用、コピー、変更、配布は、その目的

や有償無償にかかわらず、上記の著作権表示をすべてのコピーに記載すること、付属マニュアルに著作権表示および

この使用許諾文を記載すること、書面による事前の明確な許可なくソフトウェアの配布に関する宣伝または広告に

University of Delaware の名前を使用しないことを満たす場合のみ許可されます。University of Delaware は、いかなる目

的でも、本ソフトウェアの適合性について一切主張しません。本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、

明示または黙示を問わず、いかなる保証もなされません。 

***********************************************************************

以下の個人は Network Time Protocol Distribution Version 4 に部分的に貢献しました。本著作物の作者として通知します。

    1. [1] Mark Andrews <marka@syd.dms.csiro.au> Leitch 原子時計制御装置

    2. [2] Bernd Altmeier <altmeier@atlsoft.de> hopf Elektronik シリアル回線および PCI バス デバイス

    3. [3] Viraj Bais <vbais@mailman1.intel.com> および [4] Clayton Kirkwood <kirkwood@striderfm.intel.com> WindowsNT

3.5 へのポート

    4. [5] Michael Barone <michael,barone@lmco.com> GPSVME の調整
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    5. [6] Karl Berry <karl@owl.HQ.ileaf.com> ファイル オプションへの syslog

    6. [7] Greg Brackley <greg.brackley@bigfoot.com> WINNT ポートの大幅な改定 recvbuf および iosignal コードを別個の

モジュールに整理。

    7. [8] Marc Brett <Marc.Brett@westgeo.com> Magnavox GPS クロック ドライバ

    8. [9] Piete Brooks <Piete.Brooks@cl.cam.ac.uk> MSF クロック ドライバ、Trimble PARSE のサポート

    9. [10] Reg Clemens <reg@dwf.com> Oncore ドライバ（現在の保守管理者）

   10. [11] Steve Clift <clift@ml.csiro.au> OMEGA クロック ドライバ

   11. [12] Casey Crellin <casey@csc.co.za> vxWorks（Tornado）ポートおよび対象コンフィギュレーションの補佐

   12. [13] Sven Dietrich <sven_dietrich@trimble.com> Palisade 参照クロック ドライバ、NT 調整の残り、統合された Greg's

Winnt ポート

   13. [14] John A. Dundas III <dundas@salt.jpl.nasa.gov> Apple A/UX ポート

   14. [15] Torsten Duwe <duwe@immd4.informatik.uni-erlangen.de> Linux ポート

   15. [16] Dennis Ferguson <dennis@mrbill.canet.ca> RFC-1119 で指定されている NTP Version 2 の基礎コード

   16. [17] Glenn Hollinger <glenn@herald.usask.ca> GOES クロック ドライバ

   17. [18] Mike Iglesias <iglesias@uci.edu> DEC Alpha ポート

   18. [19] Jim Jagielski <jim@jagubox.gsfc.nasa.gov> A/UX ポート

   19. [20] Jeff Johnson <jbj@chatham.usdesign.com> 多大なプロトタイピングの見直し

   20. [21] Hans Lambermont <Hans.Lambermont@nl.origin-it.com> または [22] <H.Lambermont@chello.nl> ntpsweep

   21. [23] Poul-Henning Kamp <phk@FreeBSD.ORG> Oncore ドライバ（最初の作者）

   22. [24] Frank Kardel [25] < Frank.Kardel@informatik.uni-erlangen.de> PARSE <GENERIC> ドライバ（14 の参照クロッ

ク）、PARSE の STREAMS モジュール、サポート スクリプト、syslog の消去

   23. [26] William L. Jones <jones@hermes.chpc.utexas.edu> RS/6000 AIX の修正、HPUX の修正

   24. [27] Dave Katz <dkatz@cisco.com> RS/6000 AIX ポート

   25. [28] Craig Leres <leres@ee.lbl.gov> 4.4BSD ポート、ppsclock、Magnavox GPS クロック ドライバ

   26. [29] George Lindholm <lindholm@ucs.ubc.ca> SunOS 5.1 ポート

   27. [30] Louis A. Mamakos <louie@ni.umd.edu> MD5 ベースの認証

   28. [31] Lars H. Mathiesen <thorinn@diku.dk> RFC-1305 で指定された Version 3 の基礎コードの改定

   29. [32] David L. Mills <mills@udel.edu> Version 4 の基礎：クロックの抑制、認証、精度の中核。クロック ドライバ：

Spectracom、Austron、Arbiter、Heath、ATOM、ACTS、KSI/Odetics。オーディオ クロック ドライバ：CHU、WWV/H、IRIG

   30. [33] Wolfgang Moeller <moeller@gwdgv1.dnet.gwdg.de> VMS ポート

   31. [34] Jeffrey Mogul <mogul@pa.dec.com> ntptrace ユーティリティ

   32. [35] Tom Moore <tmoore@fievel.daytonoh.ncr.com> i386 svr4 ポート

   33. [36] Kamal A Mostafa <kamal@whence.com> SCO OpenServer ポート

   34. [37] Derek Mulcahy <derek@toybox.demon.co.uk> and [38] Damon Hart-Davis <d@hd.org> ARCRON MSF クロック ド

ライバ

   35. [39] Rainer Pruy <Rainer.Pruy@informatik.uni-erlangen.de> モニタリング /trap スクリプト、統計ファイルの処理

   36. [40] Dirce Richards <dirce@zk3.dec.com> Digital UNIX V4.0 ポート

   37. [41] Wilfredo Sanchez <wsanchez@apple.com> NetInfo の追加サポート

   38. [42] Nick Sayer <mrapple@quack.kfu.com> SunOS のストリーム モジュール
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   39. [43] Jack Sasportas <jack@innovativeinternet.com> html/pic/ subdirectory のデータ スペースを大幅に節減

   40. [44] Ray Schnitzler <schnitz@unipress.com> Unixware1 ポート

   41. [45] Michael Shields <shields@tembel.org> USNO クロック ドライバ

   42. [46] Jeff Steinman <jss@pebbles.jpl.nasa.gov> Datum PTS クロック ドライバ

   43. [47] Harlan Stenn <harlan@pfcs.com> GNU automake/autoconfigure の改定、その他のさまざまなビット（ChangeLog

を参照）

   44. [48] Kenneth Stone <ken@sdd.hp.com> HP-UX ポート

   45. [49] Ajit Thyagarajan <ajit@ee.udel.edu>IP マルチキャスト /エニーキャストのサポート

   46. [50] Tomoaki TSURUOKA <tsuruoka@nc.fukuoka-u.ac.jp>TRAK クロック ドライバ

   47. [51] Paul A Vixie <vixie@vix.com> TrueTime GPS ドライバ、包括的な TrueTime クロック ドライバ

   48. [52] Ulrich Windl <Ulrich.Windl@rz.uni-regensburg.de> the HTML DTD に従った HTML ドキュメントの修正と確認

     _________________________________________________________________

[53] gif 

[54] David L. Mills <mills@udel.edu>
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OPENSS1 ソフトウェア

Openssl ソフトウェアは、OpenSSL Project および Eric Young（eay@cryptsoft.com）のライセンスの条件下で配布されま

す。両方のライセンスが以下に含まれます。

OpenSSL ライセンス

  ---------------

====================================================================
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Copyright (c) 1998-2002 The OpenSSL Project.All rights reserved.

ソース コード形式であれバイナリ形式であれ、本ソフトウェアの再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、次

の条件に当てはまる場合のみ許可されます。

1. ソース コード形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を記載する必要があり

ます。 

2. バイナリ形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を、配布物とともに提供さ

れる文書と、その他の資料があればその資料に含める必要があります。

3. 本ソフトウェアの機能または使用法について説明するすべての宣伝資料には、次の通知を記載する必要があります。

「この製品には、OpenSSL Project（http://www.openssl.org/）によって OpenSSL Toolkit での使用のために開発されたソ

フトウェアが含まれています」。

4. 「OpenSSL Toolkit」および「OpenSSL Project」の名前は、書面による事前の許可なしに、本ソフトウェアから派生

した製品を保証または宣伝するために使用することはできません。書面による許可については、

openssl-core@openssl.org にご連絡ください。

5. OpenSSL Project の書面による事前の許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を「OpenSSL」と呼んだり、そ

の名称の一部に「OpenSSL」を使用することはできません。

6. いかなる形式であれ再配布する場合は、次の通知を記載する必要があります。「この製品には、OpenSSL Project

（http://www.openssl.org/）によって OpenSSL Toolkit での使用のために開発されたソフトウェアが含まれています」。

本ソフトウェアは OpenSSL Project により「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、商用品とし

て通常そなえるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、いかなる保証もなさ

れません。事由のいかんを問わず、損害発生の原因いかんを問わず、かつ、責任の根拠が契約であるか厳格責任であ

るか（過失その他）不法行為であるかを問わず、OpenSSL Project も寄与者も、仮にそのような損害が発生する可能性

を報告されていたとしても、本ソフトウェアの使用から発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲

罰的損害または結果損害のいずれに対しても、（代替品またはサービスの提供、使用機会の喪失に対する補償、データ

または利益の損失に対する補償、業務の中断に対する補償を含め）責任を一切負いません。

 * ====================================================================

本製品には、Eric Young（eay@cryptsoft.com）が開発した暗号ソフトが含まれます。本製品には、Tim Hudson

（tjh@cryptsoft.com）が開発したソフトウェアが含まれます。

オリジナルの SSLeay ライセンス

 -----------------------

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

本パッケージは、Eric Young（eay@cryptsoft.com）が開発した SSL 実装です。この実装は、Netscapes SSL に準拠する

ように開発されました。

以下の制約を厳守する限り、このライブラリは商用および非商業的な目的で自由に使用することができます。以下の

制約は、SSL コードだけでなく、RC4、RSA、lhash、DES など、この配布に含まれるすべてのコードに適用されます。

この配布に付属する SSL マニュアルは、著作権者が Tim Hudson（tjh@cryptsoft.com）であることを除き、同じ著作権

の条件で保護されます。

著作権者は Eric Young のままであるため、コードの著作権表示は削除されません。このパッケージを製品内で使用す

る場合は、Eric Young をライブラリの使用部分の作者とするべきです。これは、プログラムの起動時に表示されるテ

キストのメッセージ、あるいはパッケージに付属するマニュアル（オンラインまたはテキスト）に記載することがで

きます。ソース コード形式であれバイナリ形式であれ、本ソフトウェアの再配布および使用は、改変の有無にかかわ

らず、次の条件に当てはまる場合のみ許可されます。

1. ソース コード形式で再配布する場合、著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を記載する必要があります。

2. バイナリ形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を、配布物とともに提供さ

れる文書と、その他の資料があればその資料に含める必要があります。

3. 本ソフトウェアの機能または使用法について説明するすべての宣伝資料には、次の通知を記載する必要があります。

「本製品には、Eric Young（eay@cryptsoft.com）が開発した暗号ソフトが含まれます」。使用されるライブラリのルーチ

ンが暗号に関係しない場合は、「暗号」という言葉を省略してもかまいません。
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4. apps ディレクトリ（アプリケーションコード）から Windows 固有のコード（またはその派生物）を含める場合は、

次の通知を記載する必要があります。「本製品には、Tim Hudson（tjh@cryptsoft.com）が開発したソフトウェアが含ま

れます」。

本ソフトウェアは Eric Young により「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通

常そなえるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、いかなる保証もなされま

せん。事由のいかんを問わず、損害発生の原因いかんを問わず、かつ、責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか

不法行為（過失その他）であるかを問わず、作者も寄与者も、仮にそのような損害が発生する可能性を報告されてい

たとしても、本ソフトウェアの使用から発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害または

結果損害のいずれに対しても、（代替品またはサービスの提供、使用機会の喪失に対する補償、データまたは利益の損

失に対する補償、業務の中断に対する補償を含め）責任を一切負いません。

このコードの公的に入手可能なバージョンまたは派生物のライセンスと配布条件は変更できません。つまり、このコー

ドを単純にコピーして、別の配布ライセンス（GNU 一般公衆利用許諾契約書を含む）に適用することはできません。

PCRE ライセンス

PCRE は、Perl 5 の言語と限りなく近い構文と意味を持つ正規表現をサポートする機能のライブラリです。

開発者：Philip Hazel <ph10@cam.ac.uk>

University of Cambridge Computing Service,

Cambridge, England.Phone: +44 1223 334714.

Copyright (c) 1997-2001 University of Cambridge

誰でも、次の制約に従い、何らかのコンピュータ システムで任意の目的で本ソフトウェアを使用して、自由に改変お

よび再配布することが認められます。

1. 本ソフトウェアは、お役に立てていただくために配布していますが、明示または黙示を問わず、商用品として通常

そなえるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もしません。

2. 明示的な主張であれ省略であれ、本ソフトウェアの起源について虚偽の記載をしてはなりません。実際には、商業

上またはその他の目的で他者に配布するソフトウェアで PCRE を使用する場合は、次のような文面を記載する必要が

あります。

正規表現のサポートは、PCRE ライブラリ パッケージにより提供されます。これは Philip Hazel が開発したオープン

ソフトウェアであり、英国の University of Cambridge が著作権を所有しています。マニュアルおよび関連ファイルまた

はオンライン ヘルプ データまたは同様のものに合理的に表示されています。ソースに関する ftp サイトの参照先

（ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/）もマニュアルに記載する必要があります。

3. 改変したバージョンにはその旨を明示する必要があります。オリジナルのソフトウェアであると虚偽の記載をして

はなりません。

4. GNU 一般公衆利用許諾契約書（GPL）または劣等一般公衆利用許諾契約書（LGPL）に基づいてリリースされる任

意のソフトウェアに PCRE が組み込まれる場合、当該の契約書の条件は、相容れない上記の制約よりも優先されるも

のとします。

「doc」ディレクトリで供給される PCRE のマニュアルは、ソフトウェア本体と同じ条件で配布されます。

以上

POSTGRESQL ソフトウェア

PostgreSQL ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。

著作権表示：PostgreSQL Database Management System（旧 Postgres、その後、Postgres95 と改称）

Portions Copyright (c) 1996-2001, The PostgreSQL Global Development Group

Portions Copyright (c) 1994, The Regents of the University of California
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書面による合意のない本ソフトウェアとそのマニュアルの無償の使用、コピー、変更、配布は、その目的にかかわら

ず、上記の著作権表示と本項目および下記の 2 項目をすべてのコピーに記載する場合のみ許可されます。

事由のいかんを問わず、UNIVERSITY OF CALIFORNIA は、仮に損害が発生する可能性を報告されていたとしても、

いかなる関係者に対しても、本ソフトウェアおよびそのマニュアルの使用から発生した直接損害、間接損害、特別損

害、偶発的な損害、または結果損害（利益の損失を含む）のいずれにも責任を一切負いません。

UNIVERSITY OF CALIFORNIA は、商用品として通常そなえるべき品質をそなえていること、および特定の目的に適

合することに関する黙示的な保証を含めて、一切の保証の責任を負わないものとします。本契約書の下で配布された

ソフトウェアは、「現状のまま」配布されるものとし、UNIVERSITY OF CALIFORNIA は保守、サポート、アップデー

ト、拡張、または改変を提供する義務を一切負いません。

TCL ソフトウェア

Tcl ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。

著作権表示：本ソフトウェアは、University of California の 評議員、Sun Microsystems, Inc.、Scriptics Corporation、ActiveState

Corporation、およびその他の関係者により著作権で保護されています。個々のファイルで明示的に責任が放棄されて

いる場合を除き、本ソフトウェアに関連するすべてのファイルに以下の条件が適用されます。

すべてのコピーに既存の著作権表示が記載されており、あらゆる配布にこの通知がそのまま含まれている場合に限り、

作者は本ソフトウェアおよびそのマニュアルを任意の目的で使用、コピー、改変、配布、ライセンスすることを許可

します。認可を受けた使用については、書面による合意、ライセンス、または使用料は必要ありません。本ソフトウェ

アの改変は作者により著作権で保護されている可能性があります。該当する各ファイルの 1 ページ目に新しい条件が

明記されている場合は、ここで述べる契約条件に従う必要はありません。 

事由のいかんを問わず、作者または配布者は、仮に損害が発生する可能性を報告されていたとしても、いかなる関係

者に対しても、本ソフトウェア、そのマニュアル、あるいはその派生物の使用から発生した直接損害、間接損害、特

別損害、偶発的な損害、または結果損害のいずれにも責任を一切負いません。

作者および配布者は、商用品として通常そなえるべき品質をそなえていること、特定の目的に適合すること、第三者

の権利を侵害しないことに関する黙示的な保証を含めて、一切の保証の責任を負わないものとします。本ソフトウェ

アは、「現状のまま」配布されるものとし、作者および配布者は保守、サポート、アップデート、拡張、または改変を

提供する義務を一切負いません。

政府による使用：米国政府を代表してソフトウェアを取得する場合は、政府はソフトウェアおよび関連マニュアルに

関して Federal Acquisition Regulations（FAR）の 52.227.19（c）（2）条で規定されている「制限付権利」だけを有する

ものとします。国防総省を代表してソフトウェアを取得する場合は、ソフトウェアは「商用コンピュータ ソフトウェ

ア」と分類され、政府は DFAR の 252.227-7013（c）（1）条で規定されている「制限付権利」だけを有するものとしま

す。上記の点にもかかわらず、作者は米国政府およびその代表者に対し、本契約書に明記された条件に従ってソフト

ウェアを使用および配布する許可を与えます。 
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