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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、

および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記

載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。見当たらない場合には、代理店に  
ご連絡ください。

以下の情報は Class A 装置の FCC 適合に関するものです。この装置はテスト済みであり、FCC ルールの Part 15 に記載されている Class A デジタル装置の            
制限に準拠していることが確認済みです。この制限により、Class A デジタル装置を商業施設で作動させた場合、有害な干渉が起きないようになっていま  
す。この装置は、無線周波エネルギーを発生、使用し、また放射することもあります。取り扱い説明書に従って設置または使用しなかった場合には、無

線通信に有害な干渉を起こすことがあります。また、この装置を住居で使用する場合には有害な干渉を起こすことがあり、ユーザ側の費用で干渉防止措

置を講じなければならない場合があります。 

以下の情報は Class B 装置の FCC 適合に関するものです。このマニュアルで解説している装置は、無線周波エネルギーを発生し、また放射することもあ     
ります。シスコのインストレーションに関する指示に従って設置されない場合には、ラジオやテレビの受信に干渉を起こす可能性があります。この装置

は、テスト済みであり、FCC ルールの Part 15 に記載されている仕様に基づく Class B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。この仕様       
では、住居に設置した場合にこのような干渉が起きないようになっています。ただし、特定の設置条件で干渉が起きないことを保証するものではありま

せん。 

シスコによる書面での認可なしに装置に対して変更を行うと、Class A または Class B デジタル装置に要求される FCC への適合ができない可能性がありま       
す。この場合、装置の使用権限は FCC 規制によって制限され、ユーザ側の費用でラジオまたはテレビへの干渉防止措置を講じなければならない場合があ  
ります。

装置の電源を切ることによって、装置が干渉の原因であるかどうかを判断できます。干渉がなくなれば、シスコの装置またはその周辺装置が原因になっ

ていると考えられます。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。

・干渉がなくなるまでテレビまたはラジオのアンテナの向きを変えます。

・テレビまたはラジオの左右どちらかの側に装置を移動します。

・テレビまたはラジオから離れた場所に装置を移動します。

・テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセントに装置を接続します（装置とテレビ /ラジオがそれぞれ別個のブレーカーまたはヒューズで制御され
るようにします）。 

シスコより認められていない変更をこの製品に対して行った場合には、FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作するユーザの権限を失うことになりま 
す。 

シスコが採用している TCP ヘッダー圧縮機能は、UNIX オペレーティング システムの UCB（University of California, Berkeley）パブリック ドメイン バー          
ジョンとして、UCB が開発したプログラムを最適化したものです。All rights reserved.Copyright © 1981, Regents of the University of California. 

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、すべてのマニュアルおよび上記各社のソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供さ

れます。シスコおよび上記各社は、商品性や特定の目的への適合性、権利を侵害しないことに関する、または取り扱い、使用、または取り引きによって

発生する、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその代理店は、このマニュアルの使用またはこのマニュアルを使用できないことによって起こる制約、利益の損

失、データの損傷など間接的で偶発的に起こる特殊な損害のあらゆる可能性がシスコまたは代理店に知らされていても、それらに対する責任を一切負い

かねます。

免責条項：監視、録音、または聴取デバイスを使用して、電話での会話または他の音声アクティビティを盗聴、監視、検索、または録音することは、同

時に転送を伴っても伴わなくても、連邦、州および地域の条例のもとでは特定の状況で違法となることがあります。電話での会話の監視または録音を実

践する前に、弁護士に意見を求めてください。一部の法律では、電話での会話を監視または録音する前に、通知音を鳴らすか、他の通知方法を使用する、

または電話で会話するすべての当事者に同意を求めることで、何らかの形で電話で会話するすべての当事者に通知することが義務付けられています。こ

れらの法律では、厳格な処罰が課せられることがあります。会話の録音中に、定期的に通知音を鳴らすことが求められる法律の場合、Cisco Unity Express  
ボイスメール システムは、「通知音」を有効にするオプションをユーザに用意しています。Cisco Unity Express のライブ レコード機能を有効にする前に、     
該当するすべての管轄区の法律を確認してください。これは弁護士の意見ではなく、弁護士の意見を求めるためのものでもありません。この Cisco Unity  
Express 製品に付随する一般的な免責条項に加え、さらにシスコでは民事および刑事上のありとあらゆる責務を放棄し、この Cisco Unity Express 製品の無     
認可または不法な使用に対して責務を負いません。この責務に対する免責条項には、連邦、州および地域（またはいずれか）の該当条例に違反した電話

での通話の無許可または不法な録音および監視を含みますが、必ずしもこれに限定するわけではありません。

【注意】この文書はお客様の便宜のために作成された参考和訳であり、お客様と

シスコシステムズの間の契約を構成するものではありません。正式な契約条件

は、弊社担当者、または弊社販売パートナーにご確認ください。
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Cisco Unity Express ソフトウェアの
使用方法

Last Updated: May 1, 2006

この章では、Cisco Unity Express ソフトウェアを理解し、Command-Line Interface（CLI; コマンドラ     
イン インターフェイス）を使用して設定する際に役立つヒントを示します。この章は、次の項で構 
成されています。

 • コマンド モードの説明（P.xviii）

 • コマンド環境の開始（P.xx）

 • ヘルプの利用方法（P.xxi）

 • コマンドの no 形式および default 形式の使用方法（P.xxi）

 • コンフィギュレーションの変更の保存（P.xxii）

 • サポートされるプラットフォームの確認（P.xxiii）
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コマンド モードの説明
Cisco Unity Express の CLI コマンドの構造は、Cisco IOS の CLI コマンドの構造と非常に似ています。         
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 のコマンド環境は、次の 2 つのモードに分けられます。

 • EXEC：Cisco Unity Express コマンド環境にログインした後のモードです。Cisco Unity Express の      
EXEC コマンドは、さまざまな点でシステムのパラメータに影響を与えます。パラメータ値の 
表示またはクリア、システム全体の停止または起動、あるいはトラブルシューティング手順の

開始だけを行うコマンドもあります。しかし、Cisco IOS の EXEC モードとは異なり、Cisco    
Unity Express の EXEC モードにはパラメータ値を変更するコマンドがいくつかあります。これ    
らの変更は、スタートアップ コンフィギュレーションではなくモジュールのフラッシュ メモ  
リに保存されます。これによって、電力障害やディスク破損などの深刻なイベントが発生した

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。

 • 設定：システム コンフィギュレーションへの変更を許可するモードです。変更は実行コンフィ 
ギュレーションに保存されます。実行コンフィギュレーションを後でスタートアップ コンフィ 
ギュレーションに保存すると、設定コマンドを使用して行った変更はソフトウェアの再起動時

に復元されます。

Cisco Unity Express の設定モードには、サブ設定レベルがいくつかあります。グローバル設定   
モードは、コマンド環境を EXEC モードから設定モードに変更します。このレベルでは、数多  
くのソフトウェア パラメータを変更できます。しかし、特定の設定コマンドを使用すると、環 
境がより限定された設定モードに変更され、システムに対する変更をこのモードで入力できま

す。たとえば、ccn application コマンドを使用して、環境を config から config-application に変      
更します。この時点で、アプリケーション パラメータ値を入力したり変更することができます。

ユーザが任意の時点で使用できるコマンドは、そのときのモードによって異なります。CLI プロン 
プトで疑問符（?）を入力すると、それぞれのコマンド モードで使用できるコマンドのリストが表 
示されます。このコマンド リファレンスの説明には、各コマンドの環境モードが示されています。

表 1 に、Cisco Unity Express ソフトウェアの一般的な各種コマンド モードにアクセスする方法およ     
び終了する方法を示します。各モードで表示されるプロンプトの例も示します。

表 1 コマンド モードへのアクセスおよび終了 

コマンド モード アクセス方法 プロンプト 終了方法

Cisco Unity Express 
EXEC

Cisco Unity Express ソフト   
ウェアのプロンプトが表示

されたら、enable コマンドを 
入力します。

se-10-0-0-0# Ctrl+Shift+6 キーを押してか 
ら、x を入力します。

Cisco Unity Express 
設定

EXEC モードで configure  
terminal コマンドを使用し 
ます。

se-10-0-0-0(config)# 設定モードから EXEC モー  
ドに戻るには、end コマンド 
または exit コマンドを使用  
します。

メールボックス Cisco Unity Express 設定モー   
ドで、voice mailbox owner コ   
マンドを使用します。

se-10-0-0-0(config-mailbox)# Cisco Unity Express 設定モー   
ドに戻るには、end コマンド 
または exit コマンドを使用  
します。

SIP Cisco Unity Express 設定モー   
ドで、ccn subsystem sip コマ   
ンドを使用します。

se-10-0-0-0(config-sip)# Cisco Unity Express 設定モー   
ドに戻るには、end コマンド 
または exit コマンドを使用  
します。
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エンジン Cisco Unity Express 設定モー   
ドで、ccn engine コマンドを  
使用します。

se-10-0-0-0(config-engine)# Cisco Unity Express 設定モー   
ドに戻るには、end コマンド 
または exit コマンドを使用  
します。

アプリケーション

autoattendant
Cisco Unity Express 設定モー
ドで、ccn application 
AutoAttendant コマンドを使
用します。

se-10-0-0-0(config-application)# Cisco Unity Express 設定モー   
ドに戻るには、end コマンド 
または exit コマンドを使用  
します。

JTAPI 設定1 Cisco Unity Express 設定モー   
ドで、ccn subsystem jtapi コ   
マンドを使用します。

se-10-0-0-0(config-jtapi)# Cisco Unity Express 設定モー   
ドに戻るには、end コマンド 
または exit コマンドを使用  
します。

トリガー設定 Cisco Unity Express 設定モー
ドで、ccn trigger sip 
phonenumber number コマン
ドを使用します。

se-10-0-0-0(config-trigger)# Cisco Unity Express 設定モー   
ドに戻るには、end コマンド 
または exit コマンドを使用  
します。

ネットワーク  
ロケーション

Cisco Unity Express 設定モー   
ドで、network location コマ  
ンドを使用します。

se-10-0-0-0(config-location)# Cisco Unity Express 設定モー   
ドに戻るには、end コマンド 
または exit コマンドを使用  
します。

ビジネス  
スケジュール

Cisco Unity Express 設定モー   
ドで、calendar biz-schedule 
コマンドを使用します。

se-10-0-0-0(config-business)# Cisco Unity Express 設定モー   
ドに戻るには、end コマンド 
または exit コマンドを使用  
します。

1. この設定モードがサポートされるのは Cisco Unified Communications Manager（旧称 Cisco Unified CallManager）対応の Cisco Unity Express ラ
イセンスだけです。

表 1 コマンド モードへのアクセスおよび終了（続き）

コマンド モード アクセス方法 プロンプト 終了方法
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コマンド環境の開始
コマンド環境を開始するには、この手順を使用します。 

前提条件

コマンド環境の開始に必要な情報は次のとおりです。

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

 • ルータにログインするためのユーザ名とパスワード

 • モジュールのスロット番号

概略手順

1. telnet セッションを開きます。

2. telnet ip-address

3. ルータのユーザ ID とパスワードを入力します。

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 Unified Communications Manager ルータの IP アド      
レスを指定します。

ステップ 3 Username:
Password:

ルータに対するユーザ ID とパスワードを入力します。

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

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

指定の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。

（注） メッセージ「Trying ip-address slot/port 

...Connection refused by remote host」が表
示された場合は、 
service-module service-engine slot/port 

session clear コマンドを入力し、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。
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ヘルプの利用方法
CLI プロンプトで疑問符（?）を入力すると、それぞれのコマンド モードで使用できるコマンドの  
リストが表示されます。文脈依存ヘルプ機能を使用して、コマンドに関連付けられたキーワードと

引数のリストを表示することもできます。

コマンド モード、コマンド、キーワード、または引数に固有のヘルプを利用するには、次のいずれ 
かのコマンドを使用します。

コマンドの no 形式および default 形式の使用方法
コマンドの no 形式を使用できる場合は、この形式によって機能を無効にします。no キーワードを   
指定せずにこのコマンドを使用すると、無効になっている機能を再度有効にしたり、デフォルトで

無効になっている機能を有効にすることができます。各コマンドのコマンド リファレンス項目に 
は、設定コマンドの完全なシンタックスが示され、コマンドの no 形式の実行内容についての説明  
があります。

設定コマンドには、コマンド設定をデフォルト値に戻す default 形式が備わっていることがありま  
す。コマンドがデフォルトで無効になっている場合に default 形式を使用すると、コマンドの no 形    
式を使用した場合と同じ結果になります。ただし、デフォルトで有効になっていて、変数が特定の

デフォルト値に設定されているコマンドもあります。このようなコマンドで default 形式を使用す  
ると、コマンドは有効になり、変数はデフォルト値に設定されます。コマンドの default 形式が使  
用可能で、この形式を実行したときの動作が no 形式の動作と異なる場合、コマンド リファレンス   
項目には、default 形式の結果の説明が示されます。

コマンド 目的

help コマンド モードでのヘルプ システムの簡単な説明を提供  
します。

abbreviated-command-entry? 特定の文字列で始まるコマンドのリストを提供します（コ

マンドと疑問符の間にスペースは不要）。

abbreviated-command-entry<Tab> 不完全なコマンド名を補完します。

? 特定のコマンド モードで使用できるすべてのコマンドの 
リストを表示します。

command ? コマンドラインで次に入力する必要があるキーワードまた

は引数のリストを表示します（コマンドと疑問符の間にス

ペースが必要）。
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コンフィギュレーションの変更の保存
Cisco Unity Express EXEC モードで開始し、次のコマンドを使用して、フラッシュ メモリ内の実行     
コンフィギュレーションを別のロケーションにコピーします。

copy running-config {ftp:user-id:password@ftp-server-address[/directory] | 
startup-config | tftp:tftp-server-address} filename

実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーするときは、コマ 
ンドを 1 行で入力します。次の例で、実行コンフィギュレーションは start ファイルとしてスタート    
アップ コンフィギュレーションにコピーされます。この例では、次のコマンドを 1 行で入力します。

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

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 行で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。次の例では、実行コンフィギュレーションが FTP サーバにコピーされます。FTP サー   
バは、ユーザ ID とパスワードを要求します。FTP サーバの IP アドレスは 172.16.231.193 です。実       
行コンフィギュレーションは、configs ディレクトリに saved_start ファイルとしてコピーされます。

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

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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サポートされるプラットフォームの確認
Cisco IOS ソフトウェアは、特定のプラットフォームをサポートするソフトウェア イメージで構成   
されるフィーチャ セットにパッケージ化されています。Cisco Unity Express ネットワーク モジュー     
ルまたは Advanced Integration Module（AIM; 拡張統合モジュール）ハードウェアをサポートするに    
は、特定のソフトウェア イメージが必要です。特定のプラットフォームで使用可能なフィーチャ 
セットは、リリースに含まれる Cisco IOS ソフトウェア イメージによって異なります。特定のリ    
リースで使用できる一連のソフトウェア イメージを確認する、または機能が所定の Cisco IOS ソフ    
トウェア イメージで使用できるかどうかを確認するには、次の項を参照してください。

Feature Navigator の使用方法
Feature Navigator は Web ベースのツールで、これを使用すると、特定のフィーチャ セットをサポー     
トする Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および特定の Cisco IOS イメージがサポートする機能を       
迅速に判別できます。

Feature Navigator は、24 時間 365 日、いつでも利用可能です。Feature Navigator にアクセスするため       
には Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を忘れたり紛失した場合は、電子メール  
で Contact Database Administration グループ（cdbadmin@cisco.com）までお問い合せください。    
Cisco.com のアカウントを取得していない場合は、http://www.cisco.com/register にアクセスし、手順  
に従ってアカウントを作成してください。

Feature Navigator を使用するには、Netscape 3.0 以降、Internet Explorer 4.0 以降などの JavaScript 対応         
ブラウザが必要です。Internet Explorer 4.0 では JavaScript が常に有効です。Netscape 3.x または       
Netscape 4.x で JavaScript を有効にするには、該当のブラウザにおける手順に従ってください。他の    
ブラウザでの JavaScript のサポートおよび有効化手順については、ブラウザのベンダーに問い合せ  
てください。

Feature Navigator は、Cisco IOS ソフトウェアのメジャー リリースおよびテクノロジー リリースの      
際にアップデートされます。Feature Navigator には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/go/fn
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abbreviation（network location id）
Cisco Unity Express ネットワーク ロケーションに英数字の短縮形を作成するには、Cisco Unity     
Express ロケーション設定モードで abbreviation コマンドを使用します。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。

abbreviation name

no abbreviation name

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの短縮形は、空文字列です。

コマンド モード Cisco Unity Express ロケーション設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 6 文字以上入力することはできません。

例 次の例は、Birmingham のリモート ボイスメール ロケーションに対応する短縮形を示しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location id 1
se-10-0-0-0(config-location)# abbreviation bham
se-10-0-0-0(config-location)# end 
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

name 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。

リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show network locations ネットワーク ロケーションの名前および短縮形を表示します。
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application（ccn trigger http）：IVR のみ
HTTP 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するには、Cisco Unity  
Express トリガー設定モードで application コマンドを使用します。

application application-name

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのアプリケーション名はありません。

コマンド モード Cisco Unity Express トリガー設定モード

コマンド履歴

例 次の例では、myhttpapp トリガーが入力されたときに myapplication アプリケーションを起動するこ   
とを指定しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger http urlname myhttpapp
Adding new trigger
se-10-0-0-0(config-trigger)# application myapplication
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

application-name 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。

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn trigger http：IVR のみ トリガーおよびアプリケーションのパラメータを表示します。

Cisco Unity Express IVR の HTTP ベース トリガーのパラメータ       
を表示するには、show ccn trigger http コマンド オプションを使     
用します。
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application（ccn trigger jtapi）
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するには、Cisco Unity Express  
トリガー設定モードで application コマンドを使用します。

application name

シンタックスの説明

コマンド モード CCN トリガー設定モード

コマンド履歴

使用上のガイドライン 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するには、application コマン 
ドを使用します。

例 次の例では、1234 トリガーが入力されたときに myapp アプリケーションを起動することを指定し   
ています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger jtapi 1234
se-10-0-0-0(config-trigger)# application myapp
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

name 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。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn trigger jtapi phonenumber CCN トリガー設定モードを開始します。
show ccn trigger all CCN トリガーの詳細を表示します。
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application（ccn trigger sip）
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するには、Cisco Unity Express  
トリガー設定モードで application コマンドを使用します。

application name

シンタックスの説明

コマンド モード CCN トリガー設定モード

コマンド履歴

使用上のガイドライン 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するには、application コマン 
ドを使用します。

例 次の例では、1234 トリガーが入力されたときに myapp アプリケーションを起動することを指定し   
ています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger sip 1234
se-10-0-0-0(config-trigger)# application myapp
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

name 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。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn trigger sip phonenumber CCN トリガー設定モードを開始します。
show ccn trigger all CCN トリガーの詳細を表示します。
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backup

backup category

backup security key

backup security enforced

backup security protected

backup server authenticate
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backup
バックアップ パラメータを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで backup コマンドを使      
用します。リビジョンの数またはバックアップ サーバの URL を削除するには、このコマンドの no    
形式を使用します。

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

no backup {revisions number | server url ftp-url}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ファイルをバックアップするには、まずこれらのパラメータを設定します。 

格納するファイルの数を設定するときは、各バックアップ ファイルに必要なストレージ容量を考慮 
してください。設定した数に達すると、最も古い格納ファイルは次回のバックアップ ファイルで上 
書きされます。

システム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。ファイルを復元するときは、このバックアップ ID 値を参照してくださ  
い。

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。さまざまなバックアップのタイプについては、backup category コマンドを参照してくださ  
い。

セキュア FTP の場合、URL は sftp://... の形式です。

revisions number Cisco Unity Express データベースに格納されたリビジョン ファイルの    
数。 

server url ftp-url バックアップ ファイルの格納先になる FTP（またはセキュア FTP）サー   
バへの URL。 

username ftp-username FTP（またはセキュア FTP）サーバへのアクセスに必要なユーザ ID。
password ftp-password FTP（またはセキュア FTP）サーバへのアクセスに必要なパスワード。

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

3.0 このコマンドが、SFTP をサポートするバックアップ サーバを使用で  
きるように変更されました。
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例 次の例では、FTP サーバ /branch/vmbackups に 7 のリビジョンが設定されます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# backup revisions 7
se-10-0-0-0(config)# backup server url ftp://branch/vmbackups username admin password 
mainserver

次の例では、セキュア FTP サーバ /vmbackups に 5 のリビジョンが設定されます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# backup revisions 5
se-10-0-0-0(config)# backup server url sftp://vmbackups username admin password 
mainserver

関連コマンド コマンド 説明

backup category バックアップするデータのタイプを指定します。

show backup history バックアップしたファイルに関する統計情報を表示します。

show backup server バックアップ ファイルを格納するように指定された FTP サーバを表   
示します。
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backup category
バックアップするデータのタイプを指定するには、Cisco Unity Express オフライン モードで backup     
category コマンドを使用します。

backup category {all | configuration | data}

シンタックスの説明

デフォルト すべてのデータがバックアップされます。

コマンド モード Cisco Unity Express オフライン

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、FTP サーバにバックアップする Cisco Unity Express データのタイプを示します。

バックアップ手順が開始されると、アクティブな通話はすべて終了します。Cisco Unity Express  
Release 1.0 では、スケジューリングされた復元をサポートしません。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。

all すべてのデータをバックアップします。

configuration システムとアプリケーションの設定だけをバックアップします。

data ボイスメール メッセージとアプリケーション データだけをバックアップし  
ます。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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例 次の例は、すべてのバックアップ カテゴリを示しています。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# offline
!!!WARNING!!!: Putting the system offline will terminate all active calls.
Do you wish to continue[n]? : y
se-10-0-0-0(offline)# backup category all
se-10-0-0-0(offline)# continue
se-10-0-0-0#

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# offline
!!!WARNING!!!: Putting the system offline will terminate all active calls.
Do you wish to continue[n]? : y
se-10-0-0-0(offline)# backup category configuration
se-10-0-0-0(offline)# continue
se-10-0-0-0#

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# offline
!!!WARNING!!!: Putting the system offline will terminate all active calls.
Do you wish to continue[n]? : y
se-10-0-0-0(offline)# backup category data
se-10-0-0-0(offline)# continue
se-10-0-0-0#

関連コマンド コマンド 説明

continue バックアップ プロセスまたは復元プロセスをアクティブにします。
offline Cisco Unity Express オフライン モードを開始します。
show backup history バックアップしたファイルに関する詳細を表示します。

show backup server バックアップ サーバに関する詳細を表示します。
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backup security key
バックアップ ファイルの暗号化と署名に使用されるマスター キーを作成または削除するには、  
Cisco Unity Express 設定モードで backup security key コマンドを使用します。 

backup security key {generate | delete}

シンタックスの説明

コマンド デフォルト キーは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco Unity Express 設定モードで backup security key コマンドを使用して、バックアップ ファイル        
の暗号化と署名に使用されるマスター キーを作成または削除します。バックアップ セキュリティ  
キーの作成時に、キーの派生元となるパスワードを入力するように求められます。 

write コマンドを使用する場合、このコマンドはスタートアップ コンフィギュレーションに保存さ  
れません。

例 次の例では、マスター キーが作成されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# backup security key generate
Please enter the password from which the key will be derived: ******

次の例では、マスター キーが削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# backup security key delete
You have a key with magic string cfbdbbee
Do you want to delete it [y/n]?: 

関連コマンド

generate マスター キーを作成します。
delete マスター キーを削除します。

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

backup security enforced 保護され、改ざんされていないバックアップ ファイルのみ復元 
できることを指定します。

backup security protected バックアップのセキュア モードを有効にします。
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backup security enforced
保護され、改ざんされていないバックアップ ファイルだけが復元できることを指定するには、
Cisco Unity Express 設定モードで backup security enforced コマンドを使用します。 

backup security enforced

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト 次のタイプのバックアップ ファイルがすべて復元されます。

 • 非保護（クリア）

 • 保護

 • 改ざんなし

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、backup security key generate コマンドを使用してバックアップ セ     
キュリティ キーを生成する必要があります。

保護され、改ざんされていないバックアップ ファイルだけが復元できることを指定するには、 
Cisco Unity Express 設定モードで backup security enforced コマンドを使用します。デフォルトで、       
システムは保護されたバックアップ ファイルおよび改ざんされていないバックアップ ファイル以  
外に、保護されていない（クリア）バックアップ ファイルも復元します。 

例 次の例では、保護され、改ざんされていないバックアップ ファイルだけが復元できることを指定し 
ています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# backup security enforced

関連コマンド

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

backup security key バックアップ ファイルの暗号化と署名に使用されるマスター 
キーを作成または削除します。

backup security protected バックアップのセキュア モードを有効にします。



B
backup security protected

14
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス

OL-14012-01-J

backup security protected
バックアップのセキュア モードを有効にするには、Cisco Unity Express 設定モードで backup     
security protected コマンドを使用します。 

backup security protected

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト バックアップ ファイルは、リモート サーバに非保護モードで格納されます。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、backup security key generate コマンドを使用してバックアップ セ     
キュリティ キーを生成する必要があります。

バックアップのセキュア モードを有効にするには、Cisco Unity Express 設定モードで backup     
security protected コマンドを使用します。セキュア モードでは、すべてのバックアップ ファイル    
が暗号化と署名を使用して保護されます。 

例 次の例では、バックアップのセキュア モードが有効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# backup security protected

関連コマンド

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

backup security enforced 保護され、改ざんされていないバックアップ ファイルのみ復元 
できることを指定します。

backup security key バックアップ ファイルの暗号化と署名に使用されるマスター 
キーを作成または削除します。
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backup server authenticate
バックアップ サーバのホスト キーのフィンガープリントを取得するには、Cisco Unity Express 設定     
モードで backup server authenticate コマンドを使用します。 

backup server authenticate

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト このコマンドには、デフォルト値はありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン バックアップ サーバのホスト キーのフィンガープリントを取得するには、Cisco Unity Express 設定     
モードで backup server authenticate コマンドを使用します。このコマンドを使用する前に、ユーザ    
はバックアップ サーバの URL およびログインの資格を設定する必要があります。バックアップ   
サーバの URL は「sftp://」で開始する必要があります。バックアップ サーバからフィンガープリン   
トを取得した後で、ユーザは確認を求められます。 

このコマンドが受け入れられると、フィンガープリントは「backup server authenticate fingerprint   
fingerprint-string」の形式で実行コンフィギュレーションに保存されます。write コマンドを使用す 
る場合、このコマンドはスタートアップ コンフィギュレーションに保存されません。

例 次の例では、バックアップ サーバのホスト キーのフィンガープリントが取得されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# backup server authenticate
The fingerprint of host 10.30.30.100 (key type ssh-rsa) is:
  a5:3a:12:6d:e9:48:a3:34:be:8f:ee:50:30:e5:e6:c3
Do you want to accept it [y/n]?

関連コマンド

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

security ssh SSH（セキュア シェル）サーバのホスト キーの MD5（メッセージ ダ    
イジェスト アルゴリズム 5）フィンガープリントを設定します。

show security ssh 設定されている SSH（セキュア シェル）サーバ、およびそのフィン  
ガープリントのリストを表示します。
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calendar biz-schedule

calendar holiday

calendar holiday fixed

calling-number-rule prepend-digits

ccm-manager address

ccm-manager credentials

ccm-manager username

ccn application

ccn call terminate

ccn copy document：IVR のみ

ccn copy prompt

ccn copy script

ccn copy url document：IVR のみ

ccn copy url prompt

ccn delete document：IVR のみ

ccn delete prompt

ccn engine

ccn rename prompt

ccn reporting historical

ccn reporting historical purge now

ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ

ccn subsystem email：IVR のみ

ccn subsystem fax：IVR のみ

ccn subsystem jtapi

ccn subsystem sip
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ccn trigger http：IVR のみ

ccn trigger jtapi phonenumber

ccn trigger sip phonenumber

clock timezone

closed day

continue

copy ftp

copy hrdb url：IVR のみ

copy ldap

copy log

copy running-config

copy startup-config

copy tftp

credentials（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ

crypto key default

crypto key delete

crypto key generate

crypto key import

ctiport
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calendar biz-schedule
営業時間のスケジュールを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで calendar biz-schedule コ      
マンドを使用します。スケジュールを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

calendar biz-schedule schedule-name

no calendar biz-schedule schedule-name

シンタックスの説明

デフォルト 営業時間は 1 日 24 時間、週 7 日間です（systemschedule ファイル）。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco Unity Express 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。

Graphical User Interface（GUI; グラフィカル ユーザ インターフェイス）を使用して営業時間のスケ     
ジュールを設定するには、Voice Mail > Business Hours Settings オプションを選択します。

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 Auto Attendant（AA; 自動受付）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       

schedule-name 営業時間スケジュールの名前。名前は 1 語である必要があります。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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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。

例 次の例では、営業時間スケジュールが作成されます。

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

次の例では、営業時間スケジュールが削除されます。

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

関連コマンド コマンド 説明

closed day 特定の曜日について、営業時間外となる時間帯を指定します。

open day 特定の曜日について、営業時間となる時間帯を指定します。

show calendar biz-schedule ローカル システム上に設定されている営業時間スケジュールを 
表示します。
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calendar holiday
休日のリストを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで calendar holiday コマンドを使用し      
ます。休日を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

calendar holiday date yyyy mm dd [description holiday-description]

no calendar holiday date yyyy [mm [dd]] 

シンタックスの説明

デフォルト 休日リストは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 休日リストには、指定された年の管理者指定の暦日が含まれています。発信者が自動受付（AA）に
到達すると、初期プロンプト スクリプトによって、当日が休日かどうかが確認されます。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。

リストには、1 年に最大 26 個の休日を設定できます。

Cisco Unity Express 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。

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。

date yyyy mm dd 休日の日付。yyyy は 4 桁の年、mm は 2 桁の月、dd は 2 桁の日         
です。

description holiday-description （オプション）休日の説明。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。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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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、アクティ

ブなリストが次のように設定されているとします。

2004—Previous Year
2005—Current Year
2006—Next Year

2006 年 1 月 1 日に、アクティブなリストは次のようになります。

2005—Previous Year
2006—Current Year
2007—Next Year

システムは自動的に 2004 年の休日リストを削除し、2005 年と 2006 年の休日リストの指定を変更     
し、2007 年の休日を設定できるようにします。

GUI を使用して当年および翌年の休日リストを設定するには、Voice Mail > Holiday Settings オプ      
ションを選択します。

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 を選択します。

例 次の例では、2005 年の休日リストが作成されます。

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)# calendar holiday date 2005 07 04 description “Independence Day”
se-10-0-0-0(config)# calendar holiday date 2005 11 24 description “Thanksgiving Day”
se-10-0-0-0(config)# calendar holiday date 2005 11 25 description “Thanksgiving Day”
se-10-0-0-0(config)# exit

以降の例は、休日リストから休日を削除する操作を示しています。

（注） 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。

次の例では、2005 年の休日リストから 1 日の休日が削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no calendar holiday date 2005 05 30
se-10-0-0-0(config)# exit

次の例では、2005 年の休日リストの特定月から複数の休日が削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no calendar holiday date 2005 11
se-10-0-0-0(config)# exit

次の例では、特定年のすべての休日が削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no calendar holiday date 2005
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド コマンド 説明

show calendar holiday ローカル システム上に設定されている休日を表示します。
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calendar holiday fixed
定休日を設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで calendar holiday fixed コマンドを使用し       
ます。 

calendar holiday fixed month day [description description]

シンタックスの説明

コマンド デフォルト 定休日は定義されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 定休日を設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで calendar holiday fixed コマンドを使用し       
ます。月と日を 2 桁の形式で指定する必要があります。オプションとして、定休日の説明を追加で  
きます。 

例 次の例では、1 月 5 日が定休日として設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# calendar holiday fixed 01 05 

関連コマンド

month 定休日の月。

day 定休日として定義する日。

description description （オプション）定休日の説明を指定します。

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show calendar holiday fixed 設定された定休日のリストを表示します。
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calling-number-rule prepend-digits
Live Reply 機能のために発信者番号規則から派生させた E.164 番号の前にダイヤルする追加の数字    
を指定するには、Cisco Unity Express ネットワーク設定モードで calling-number-rule prepend-digits     
コマンドを使用します。E.164 番号の前にダイヤルする追加の数字を削除するには、このコマンド 
の no 形式または default 形式を使用します。

calling-number-rule prepend-digits digits

no calling-number-rule prepend-digits digits

default calling-number-rule prepend-digits 

シンタックスの説明

コマンド デフォルト 先頭に追加する数字は定義されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express ネットワーク設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン リモート ユーザのために、発信者番号規則から派生させた E.164 番号の前にダイヤルする数字を追   
加するには、Cisco Unity Express ネットワーク設定モードで calling-number-rule prepend-digits コマ      
ンドを使用します。この E.164 番号は、voicemail live-reply calling-number-rule コマンドで定義され     
た発信者番号規則から派生させます。 

このコマンドは、ローカル ロケーションに対する効果はありません。 

デフォルトの動作を設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

例 次の例は、Live Reply 機能のために、発信者番号規則のダイヤル前に追加の数字 91 がダイヤルされ    
ることを示します。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# calling-number-rule prepend-digits digits 91

関連コマンド

digits 発信者番号規則から派生した E.164 番号の先頭に追加する数字。

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail live-reply Live Reply 機能の設定を表示します。
show voicemail live-reply restriction Live Reply 機能に関連付けられている規制テーブルの  

情報を表示します。
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ccm-manager address
Cisco Unified Communications Manager サーバの IP アドレスまたはホスト名を設定するには、Cisco      
Unity Express JTAPI 設定モードで ccm-manager address コマンドを使用します。サーバ アドレスを       
0.0.0.0 に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ccm-manager address {primary-server-ip-address | primary-server-hostname} 
[[secondary-server-ip-address [tertiary-server-ip-address | tertiary-server-hostname] | 
secondary-server-hostname [tertiary-server-ip-address | tertiary-server-hostname]]

no ccm-manager address {server-ip-address | server-hostname}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express JTAPI 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 最大 3 つの Cisco Unified Communications Manager サーバを指定するには、ccm-manager address コ         
マンドを使用します。複数の IP アドレスまたはホスト名を 1 つのコマンドラインで入力するか、各    
IP アドレスまたはホスト名を別個のコマンドラインを使用して入力します。

サーバの IP アドレスを 0.0.0.0 に設定するには、コマンドの no 形式を使用します。

primary-server-ip-address プライマリ Cisco Unified Communications Manager サーバの IP アド       
レス。

primary-server-hostname プライマリ Cisco Unified Communications Manager サーバのホスト     
名。

secondary-server-ip-address （オプション）セカンダリ Cisco Unified Communications Manager サー     
バの IP アドレス。

secondary-server-hostname （オプション）セカンダリ Cisco Unified Communications Manager サー     
バのホスト名。

tertiary-server-ip-address （オプション）ターティアリ（第三次）Cisco Unified 
Communications Manager サーバの IP アドレス。

tertiary-server-hostname （オプション）ターティアリ（第三次）Cisco Unified 
Communications Manager サーバのホスト名。

server-ip-address 任意の Cisco Unified Communications Manager サーバの IP アドレス。
server-hostname 任意の Cisco Unified Communications Manager サーバのホスト名。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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例 次の例では、JTAPI サブシステムに 3 つの Cisco Unified Communications Manager サーバが設定され        
ます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem jtapi
se-10-0-0-0(config-jtapi)# ccm-manager address 10.100.10.120 10.110.10.120 
10.120.10.120
se-10-0-0-0(config-jtapi)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド コマンド 説明

ccm-manager username JTAPI ユーザ ID およびパスワードを指定します。
ccn subsystem jtapi JTAPI 設定モードを開始します。
ctiport Cisco Unity Express で使用される Cisco Unified Communications      

Manager CTI ポートを指定します。
show ccn subsystem jtapi JTAPI サブシステムに関する統計情報を表示します。
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ccm-manager credentials
Cisco Unified Communications Manager JTAPI ユーザ名およびパスワードを暗号化された形式で指定     
するには、Cisco Unity Express JTAPI 設定モードで ccm-manager credentials コマンドを使用します。

ccm-manager credentials hidden credentials

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express JTAPI 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco Unified Communications Manager JTAPI ユーザ名およびパスワードを暗号化された形式で指定     
するには、ccm-manager credentials コマンドを使用します。

例 次の例では、JTAPI サブシステムに暗号化されたユーザ名およびパスワードが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem jtapi
se-10-0-0-0(config-jtapi)# ccm-manager credentials hidden 
+DuGhIBvqsghj6p6aBUoRQ4E0vzCD5YHSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35jw
AAAAA=
se-10-0-0-0(config-jtapi)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

credentials 暗号化されたユーザ名とパスワードの組み合せ。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccm-manager address Cisco Unified Communications Manager サーバを指定します。
ccn subsystem jtapi JTAPI 設定モードを開始します。
ctiport Cisco Unity Express で使用される Cisco Unified Communications      

Manager CTI ポートを指定します。
show ccn subsystem jtapi JTAPI サブシステムに関する統計情報を表示します。
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ccm-manager username
Cisco Unified Communications Manager JTAPI ユーザを指定するには、Cisco Unity Express JTAPI 設定        
モードで ccm-manager username コマンドを使用します。JTAPI ユーザを削除するには、このコマ    
ンドの no 形式を使用します。

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

no ccm-manager username

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express JTAPI 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco Unified Communications Manager JTAPI ユーザを指定するには、ccm-manager username コマン       
ドを使用します。

コマンドの no 形式を使用すると、ユーザ IDとパスワードが削除されます。

例 次の例では、JTAPI サブシステムに JTAPI ユーザ jtapiuser とパスワード myjtapi が設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem jtapi
se-10-0-0-0(config-jtapi)# ccm-manager username jtapiuser password myjtapi
se-10-0-0-0(config-jtapi)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

jtapi-user-id JTAPI ユーザのユーザ ID。
password jtapi-user-password JTAPI ユーザのパスワード。

Cisco Unity Express 
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccm-manager address Cisco Unified Communications Manager サーバを指定します。
ccn subsystem jtapi JTAPI 設定モードを開始します。
ctiport Cisco Unity Express で使用される Cisco Unified Communications      

Manager CTI ポートを指定します。
show ccn subsystem jtapi JTAPI サブシステムに関する統計情報を表示します。
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ccn application
CCN アプリケーションを作成し、アプリケーション設定モードを開始するには、Cisco Unity Express   
設定モードで ccn application コマンドを使用します。アプリ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。

ccn application full-name

no ccn application full-name

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unity Express モジュールに設定するアプリケーションの名前を指定します。   
コマンドは、設定可能なパラメータをいくつかサポートするアプリケーション設定モードに切り替

えます。

例 この例では、アプリケーション autoattendant が作成されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn application autoattendant
se-10-0-0-0(config-application)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

full-name アプリケーションの完全な名前。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

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。

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。
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ccn call terminate
アクティブな通話を終了するには、Cisco Unity Express EXEC モードで ccn call terminate コマンド        
を使用します。

ccn call terminate {callimplid | portimplid} impli-id

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco Unity Express システムでアクティブな音声通話を終了するには、このコマンドを使用します。

通話の実装 ID を表示するには、show ccn call route コマンドを使用します。

例 次の例では、通話実装 ID が 4085555010 の通話、およびポート実装 ID が 1567/1 の通話が終了しま        
す。

se-10-0-0-0# ccn call terminate callimplid 4085555010
se-10-0-0-0# ccn call terminate portimplid 1567/1

関連コマンド

callimplid 指定された通話実装 ID の通話を終了します。
portimplid 指定されたポート実装 ID からの通話を終了します。
impli-id 終了する通話の実装 ID。

リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn call route 指定されたルートでアクティブな通話を表示します。
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ccn copy document：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR システムから特定の URL にドキュメントをコピーするには、Cisco Unity       
Express IVR ユーザ EXEC モードで ccn copy document コマンドを使用します。

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

シンタックスの説明

コマンド デフォルト なし

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン コマンドで言語を指定した場合、その言語で記述されたドキュメントだけがコピーされます。言語

を指定しない場合、または指定の言語が使用不能な場合は、デフォルト設定の言語で記述されたド

キュメントがコピーされます。URL へのアクセスにユーザ名とパスワードが必要な場合（FTP URL  
の場合に一般的）、コマンド内にユーザ名とパスワードを指定できます。

指定したタイプおよび指定した名前のドキュメントが URL にすでに存在する場合、既存のドキュ  
メントを上書きする許可を求められます。

例 次の例では、アメリカ英語で記述されたテンプレートのテキスト ドキュメントが、Cisco Unity  
Express システムから指定された URL にコピーされます。

se-10-0-0-0> ccn copy document template document.txt url 
http://localhost:8080/myhttpapp language en_US username James password psswd
se-10-0-0-0>

document {tiff | template | generic} コピー元ドキュメントのタイプを指定します。

 • tiff：ファイルの拡張子は、.tif または .tiff です。

 • template：ファイルの拡張子は、任意のドキュメント タ 
イプにできます。

 • generic：ファイルの拡張子は、任意のドキュメント タ 
イプにできます。

docname Cisco Unity Express IVR システムから URL にコピーするド      
キュメントの名前。

url url ドキュメントのコピー先の URL。形式は 
http://<hostname>:8080/<suffix> です。

language xx_YY （オプション）コマンド シンタックスで指定した場合、指定 
言語で記述されたドキュメントだけがコピーされます。

username userid （オプション）URL にアクセスし、認証を要求された場合に 
使用するユーザ名。

password password （オプション）URL にアクセスし、認証を要求された場合に 
使用するパスワード。

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

show ccn document：IVR のみ 指定した Cisco Unity Express IVR ドキュメントを表示します。
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ccn copy prompt
カスタマイズされたプロンプト ファイルを Cisco Unity Express から別のロケーションにコピーする     
には、Cisco Unity Express EXEC モードで ccn copy prompt コマンドを使用します。

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

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン language オプションを使用すると、言語が xx_YY であるプロンプトが指定のサーバにコピーされま   
す。このオプションを指定しない場合は、システムのデフォルト言語のプロンプトがサーバにコ

ピーされます。プロンプトはあらかじめ録音された .wav ファイルでなければなりません。  
Administration via Telephone（AvT）を使用して、Telephone User Interface（TUI; 電話ユーザ インター      
フェイス）からプロンプトを録音します。

例 次の例では、フランス語のプロンプト ファイル AAHello.wav が FTP サーバにコピーされます。

se-10-0-0-0# ccn copy prompt AAHello.wav url ftp://172.16.10.0/AAHello.wav language 
fr_FR

関連コマンド

prompt-filename コピー元のプロンプト ファイルの名前。
ftp://url destination-ip-address プロンプト ファイルの格納先になる宛先サーバ。
language xx_YY （オプション）プロンプトの言語。 サポートされる言語のリスト 

については、『Release Notes for Cisco Unity Express Release 2.3』を       
参照してください。

username name （オプション）サーバのログイン名を指定します。デフォルトは

「anonymous」です。
password password （オプション）ログイン パスワードを指定します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.1 このコマンドが導入されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

2.0 language オプションが追加されました。

コマンド 説明

ccn copy script スクリプト ファイルを Cisco Unity Express から別の場所にコピーしま     
す。

ccn delete prompt スクリプトとプロンプトのファイルを削除します。

show ccn prompts 設定されているプロンプト ファイルのリストを表示します。
show ccn scripts 設定されているスクリプト ファイルのリストを表示します。
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ccn copy script
カスタマイズされたスクリプト ファイルを Cisco Unity Express から別のロケーションにコピーする     
には、Cisco Unity Express EXEC モードで ccn copy script コマンドを使用します。

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

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン スクリプト ファイルをサーバに格納するには、ccn copy script コマンドを使用します。スクリプト    
は、Cisco Unity Express スクリプト エディタ プログラムを使用して作成します。このスクリプトで     
自動受付への着信通話の処理方法を指定します。これには、発信者に再生されるプロンプト、オプ

ション プロンプトの再生タイミング、発信者のキー操作に基づいてダイヤルされる内線番号、およ 
び他の同様の通話処理特性が含まれます。

例 次の例では、スクリプト ファイル AAnight.aef が FTP サーバにコピーされます。

se-10-0-0-0# ccn copy script AAnight.aef url ftp://172.16.10.0/Scripts 

関連コマンド

script-filename コピー元のスクリプト ファイルの名前。
url ftp://destination-ip-address スクリプト ファイルの格納先になる宛先 URL。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.1 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュール（NM）、    
拡張統合モジュール（AIM）、および Cisco Unified Communications   
Manager 3.3(3) で導入されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn copy prompt プロンプト ファイルを Cisco Unity Express から別の場所にコピーしま     
す。

ccn delete prompt スクリプトとプロンプトのファイルを削除します。

show ccn prompts 設定されているプロンプト ファイルのリストを表示します。
show ccn scripts 設定されているスクリプト ファイルのリストを表示します。
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ccn copy url document：IVR のみ
特定の URL から Cisco Unity Express IVR システムにドキュメントをコピーするには、Cisco Unity        
Express IVR ユーザ EXEC モードで ccn copy url コマンドを使用します。

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

シンタックスの説明

コマンド デフォルト なし

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ドキュメント タイプが Tagged Image File Format（TIFF）の場合、コピー元のドキュメントには .tif      
または .tiff ファイル拡張子が必要です。ドキュメントが .tiff イメージに正しくフォーマットされて    
いるかどうかの確認が行われます。

（注） ドキュメント タイプが template または generic の場合、ファイル拡張子の確認は行われません。

コマンド シンタックスで言語を指定した場合、その言語で記述されたドキュメントだけがコピーさ 
れます。言語を指定しない場合、または指定の言語が使用不能な場合は、デフォルト設定の言語で

記述されたドキュメントがコピーされます。

url ドキュメントのコピー元の URL。形式は 
http://<hostname>:8080/<suffix> です。

document {tiff | template | generic} コピー元ドキュメントのタイプを指定します。

 • tiff：ファイルの拡張子は、.tif または .tiff です。

 • template：ファイルの拡張子は、任意のドキュメント タ 
イプにできます。

 • generic：ファイルの拡張子は、任意のドキュメント タ 
イプにできます。

docname URL から Cisco Unity Express IVR システムにコピーするド      
キュメントの名前。

language xx_YY （オプション）コマンド シンタックスで言語を指定した場合、 
指定言語で記述されたドキュメントだけがコピーされます。

このコマンドで許可される言語は、ルータにインストールさ

れている言語だけです。 
username userid （オプション）URL にアクセスし、認証を要求された場合に 

使用するユーザ名。

password password （オプション）URL にアクセスし、認証を要求された場合に 
使用するパスワード。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。
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URL へのアクセスにユーザ名とパスワードが必要な場合、コマンド内にユーザ名とパスワードを指 
定できます。

指定したタイプおよび指定した名前のドキュメントがシステムにすでに存在する場合、既存のド

キュメントを上書きする許可を求められます。

例 次の例では、アメリカ英語で記述されたドキュメントが、指定された URL から Cisco Unity Express     
システムにコピーされます。

se-10-0-0-0> ccn copy url http://localhost:8080/myhttpapp document template 
document.txt language en_US username James password psswd
se-10-0-0-0>

関連コマンド コマンド 説明

show ccn document：IVR のみ 指定した Cisco Unity Express IVR ドキュメントを表示します。
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ccn copy url prompt
カスタマイズされたスクリプト ファイルまたはプロンプト ファイルを別のロケーションから Cisco   
Unity Express にコピーするには、Cisco Unity Express EXEC モードで ccn copy url コマンドを使用し        
ます。

プロンプト ファイル

ccn copy url ftp://source-ip-address/prompt-filename.wav prompt prompt-filename.wav [language 
language] [username username password password]

スクリプト ファイル

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

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン プロンプト ファイルおよびスクリプト ファイルをサーバから取得するには、ccn copy url コマンド     
を使用します。

例 次の例では、スクリプト ファイル MyScript.aef が FTP サーバからコピーされます。

se-10-0-0-0# ccn copy url ftp://172.168.10.0/MyScript.aef script MyScript.aef

ftp://source-ip-address ファイルの格納先になるサーバの URL。
prompt prompt-filename コピー元のプロンプト ファイルの名前。
script script-filename コピー元のスクリプト ファイルの名前。
language language （オプション）プロンプトの言語。サポートされる言語のリストについ

ては、『Release Notes for Cisco Unity Express Release 2.3』を参照してく       
ださい。

username username （オプション）サーバのログイン名を指定します。デフォルトは

「anonymous」です。
password password （オプション）ログイン パスワードを指定します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.1 このコマンドが導入されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

2.0 language オプションが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

ccn copy script スクリプト ファイルを Cisco Unity Express から別の場所にコピーします。
ccn copy prompt プロンプト ファイルを Cisco Unity Express から別の場所にコピーします。
ccn delete prompt スクリプトとプロンプトのファイルを削除します。

show ccn prompts 設定されているプロンプト ファイルのリストを表示します。
show ccn scripts 設定されているスクリプト ファイルのリストを表示します。
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ccn delete prompt
プロンプトまたはスクリプトを Cisco Unity Express モジュールから削除するには、Cisco Unity     
Express EXEC モードで ccn delete コマンドを使用します。

ccn delete {prompt prompt-filename [language xx_YY] | script script-filename}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 自動受付 .wav グリーティング プロンプトまたはアプリケーション .aef スクリプト ファイルを削除      
するには、このコマンドを使用します。設定されているプロンプトおよびスクリプトを削除前に表

示するには、show ccn prompts コマンドまたは show ccn scripts コマンドを使用します。

 language オプションを使用すると、その言語のプロンプトを削除できます。このオプションを指定  
しない場合は、システムのデフォルト言語のプロンプトが削除されます。

例 次の例では、スクリプト vm.aef が削除されます。

se-10-0-0-0# ccn delete script vm.aef

次の例では、フランス語の初期プロンプト AAHello.wav が削除されます。

se-10-0-0-0# ccn delete prompt AAHello.wav language fr_FR

関連コマンド

prompt prompt-filename プロンプト ファイルの名前。
language xx_YY （オプション）プロンプトの言語。サポートされる言語のリストについ

ては、『Release Notes for Cisco Unity Express Release 2.3』を参照してく       
ださい。

script script-filename スクリプト ファイルの名前。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

2.0 language オプションが追加されました。

コマンド 説明

ccn application アプリケーションを設定します。

ccn copy prompt プロンプト ファイルを Cisco Unity Express から別の場所にコピーします。
show ccn prompts 設定されている CCN プロンプト ファイルを表示します。
show ccn scripts 設定されている CCN スクリプト ファイルを表示します。
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ccn delete document：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR システムから既存のドキュメントを削除するには、Cisco Unity Express IVR       
ユーザ EXEC モードで ccn delete document コマンドを使用します。

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

シンタックスの説明

コマンド デフォルト なし

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン コマンドに言語オプションを指定して、削除するドキュメントを詳細に識別することができます。

言語を指定しない場合、デフォルトの言語で記述されたドキュメントが削除されます。削除を確認

するプロンプトが表示されます。

指定したタイプおよび指定した名前のドキュメントが存在しない場合、エラー メッセージが生成さ 
れて削除は中断します。

例 次の例では、既存のドキュメントが Cisco Unity Express IVR システムから削除されます。

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

関連コマンド

generic 削除する一般的なドキュメントを指定します。ファイル拡張子は、任意のド

キュメントの拡張子にできます。

template 削除するテンプレート ドキュメントを指定します。ファイル拡張子は .txt で   
す。

tiff 削除する TIFF ドキュメントを指定します。ファイル拡張子は .tif または .tiff     
です。

docname Cisco Unity Express IVR システムから削除するドキュメントの名前。
language xx_YY （オプション）コマンド シンタックスで言語を指定した場合、その言語で記 

述されたドキュメントが削除されます。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn document：IVR のみ Cisco Unity Express IVR ドキュメントが削除されたら、show ccn     
document コマンドの出力を使用してドキュメントが削除され 
たことを確認します。
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ccn engine
すべての Cisco Unity Express サブシステムで共有する機能を設定し、エンジン設定モードを開始す    
るには、Cisco Unity Express 設定モードで ccn engine コマンドを使用します。

ccn engine

シンタックスの説明 このコマンドには、オプションおよびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

例 次の例では、エンジン設定モードが開始されます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn engine
se-10-0-0-0(config-engine)# end 
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application アプリケーションを設定します。

ccn subsystem sip Cisco Unity Express 上のサブシステムを設定します。
ccn trigger sip phonenumber Cisco Unity Express への通話を処理するためにトリガーを設定   

します。

show ccn engine CCN エンジンの統計情報を表示します。



C
ccn rename prompt

42
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス

OL-14012-01-J

ccn rename prompt
自動受付プロンプト ファイルの名前を変更するには、Cisco Unity Express EXEC モードで ccn rename       
prompt コマンドを使用します。

ccn rename prompt old-name new-name

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、プロンプトの名前 myprompt.wav が mynewprompt.wav に変更されます。

se-10-0-0-0# ccn rename prompt myprompt.wav mynewprompt.wav

関連コマンド

old-name 既存のプロンプト ファイルの名前。
new-name 新しいプロンプト ファイルの名前。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn prompts 設定されているすべてのアプリケーション プロンプトを表示します。
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ccn reporting historical
Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定モードを開始するには、グローバル設定モードで ccn     
reporting historical コマンドを使用します。

ccn reporting historical

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト なし

コマンド モード グローバル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン レポート履歴データベース設定を新しく設定したり、既存の設定を変更したりするには、

Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベース設定のコマンドを使用します。

ccn reporting historical コマンドが正しく実行されると、システムは config-hrdm コマンド モードを      
開始します。このモードでレポート履歴データベースのパラメータを設定できます。

例 次の例では、レポート履歴設定モードが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn reporting historical Cisco Unity Express IVR レポート履歴の設定内容を表示します。
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ccn reporting historical purge now
Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースを手動で消去し、設定した days-to-keep の日数を      
経過する履歴データを削除するには、Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC モードで purge now コ        
マンドを使用します。

purge now days-to-keep days

シンタックスの説明

コマンド デフォルト なし

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン データベースが消去されると、設定された days-to-keep 値を経過する履歴統計情報がデータベース  
から削除されます。データベースを手動で消去する場合に days-to-keep 値は必須です。

例 次の例では、レポート履歴データベースおよび 7 日間を経過するすべてのデータが手動で消去され  
ます。

se-10-0-0-0# ccn reporting historical purge now days-to-keep 7
se-10-0-0-0#

関連コマンド

days-to-keep days データを消去するまでの日数。この日数を過ぎると、レポート履歴デー

タベースからデータが消去されます。有効な範囲は 1 ～ 1000 です。

Cisco Unity Express 
バージョン

変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn reporting historical Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの設定内容    
を表示します。
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ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）プロファイル設定      
モードを開始するには、グローバル設定モードで ccn subsystem edbs dbprofile コマンドを使用しま     
す。エンタープライズ データベースのプロファイルがすでに存在する場合は、このコマンドを使用 
して既存のデータベース プロファイルのパラメータを変更します。プロファイル名を削除するに 
は、このコマンドの no 形式を使用します。

ccn subsystem edbs dbprofile dbprofilename

no ccn subsystem edbs dbprofile dbprofilename

シンタックスの説明

コマンド デフォルト データベース プロファイルは設定されていません。

コマンド モード グローバル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ccn subsystem edbs dbprofile コマンドが正しく実行されると、システムは EDBS プロファイル コマ       
ンド モード config-dbprof を開始します。このモードでデータベース プロファイルのパラメータを    
設定できます。データベース プロファイル名は、スペースも特殊文字も含まれない文字列変数にす 
る必要があります。

データベース プロファイルがすでに存在する場合、データベース プロファイル コマンド モードの    
開始前に、次のメッセージがコンソール端末に表示されます。

Modifying existing Database profile

新しいデータベース プロファイルを設定している場合は、次のメッセージが表示されます。

Adding new Database profile

例 次の例では、新しい Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベースのプロファイルが作成      
されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem edbs dbprofile mydbprofile
Adding new Database profile
se-10-0-0-0(config-business)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

dbprofilename Cisco Unity Express IVR データベース プロファイルの名前。名前は 1 語であ       
る必要があります。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データ     
ベースのプロファイル設定を表示します。
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ccn subsystem email：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR 電子メール サブシステムを設定するには、グローバル設定モードで ccn      
subsystem email コマンドを使用します。

ccn subsystem email

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト デフォルト値はありません。

コマンド モード グローバル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco Unity Express IVR 電子メール コマンドを使用して、電子メールの default-from 電子メール ア        
ドレスを設定します。

このコマンドが正しく実行されると、システムは config-email コマンド モードを開始します。この   
モードで IVR 電子メール機能のパラメータを設定できます。

例 次の例では、電子メールの default-from 電子メール アドレスが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem email
se-10-0-0-0(config-email)# default-from localhost@localdomain.com
se-10-0-0-0(config-email)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem email：IVR のみ Cisco Unity Express IVR の default-from 電子メール アドレ       
スを表示します。
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ccn subsystem fax：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR ファックス設定モードを開始するには、グローバル設定モードで ccn     
subsystem fax コマンドを使用します。

ccn subsystem fax

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト なし

コマンド モード グローバル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco Unity Express IVR ファックス設定のコマンドを使用して、Cisco Unity Express IVR ファックス        
の default-from 電子メール アドレスを設定します。

ccn subsystem fax コマンドが正しく実行されると、システムは config-fax コマンド モードを開始し      
ます。このモードで Cisco Unity Express IVR ファックス機能のパラメータを設定できます。

例 次の例では、ファックスの default-from 電子メール アドレスが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem fax
se-10-0-0-0(config-fax)# default-from name@domain.com
se-10-0-0-0(config-fax)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem fax：IVR のみ Cisco Unity Express IVR ファックスの default-from 電子      
メール アドレスを表示します。
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ccn subsystem jtapi
Java Telephony Application Programming Interface（JTAPI）設定モードを開始するには、Cisco Unity     
Express 設定モードで ccn subsystem jtapi コマンドを使用します。このコマンドには no 形式はあり       
ません。

ccn subsystem jtapi

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

例 次の例では、JTAPI 設定モードが開始されます。

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

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.1 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュール（NM）、    
拡張統合モジュール（AIM）、および Cisco Unified Communications   
Manager 3.3(3) で導入されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccm-manager address Cisco Unified Communications Manager サーバを指定します。
ccm-manager username JTAPI ユーザ ID およびパスワードを指定します。
ctiport Cisco Unity Express で使用される Cisco Unified Communications      

Manager CTI ポートを指定します。
show ccn subsystem jtapi JTAPI サブシステムに関する統計情報を表示します。
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ccn subsystem sip
Session Initiation Protocol（SIP）設定モードを開始するには、Cisco Unity Express 設定モードで ccn      
subsystem sip コマンドを使用します。このコマンドには no 形式はありません。

ccn subsystem sip

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

例 次の例では、SIP 設定モードが開始されます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem sip
se-10-0-0-0(config-sip)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem sip 設定されているサブシステムに関する統計情報を表示します。
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ccn trigger http：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR の HTTP ベース トリガーを設定するには、グローバル設定モードで ccn        
trigger http コマンドを使用します。

HTTP ベース トリガーは URL サフィックス文字列とアプリケーション名で構成され、application    
コマンドを使用して後で URL に追加されます。HTTP 要求は、HTTP サブシステムのアプリケー    
ションを起動し、HTTP 要求情報をアプリケーションに渡します。

URL サフィックス文字列を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ccn trigger http urlname mwiapp

no ccn trigger http urlname mwiapp

シンタックスの説明

コマンド デフォルト HTTP ベース トリガーは設定されていません。

コマンド モード グローバル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ccn trigger http urlname コマンドが正しく実行されると、システムは HTTP トリガー コマンド モー        
ド config-trigger を開始します。このモードで HTTP ベース トリガーのパラメータを設定できます。     
HTTP ベース トリガーがすでに存在する場合は、このコマンドを使用して既存の HTTP ベース トリ     
ガーのパラメータを変更します。

HTTP トリガー要求には、起動するアプリケーションに渡す追加のパラメータを設定できます。ア 
プリケーションを起動する前に、HTTP サブシステムでは、トリガーおよびアプリケーションの最 
大セッション数に到達またはこの数を超過していないことを確認します。HTTP トリガーの URL お   
よびその対応アプリケーションに対する最大セッション数は、ライセンスのある

Cisco Unity Express IVR 許容セッション数によって制限されます。 

許容数より多い要求を受信した場合、サブシステムは要求を拒否し、要求ごとに HTTP 503 応答を   
送信します。HTTP 要求を受信し、その要求のサフィックスにトリガーが設定されていない場合、 
サブシステムは HTTP 404 応答を送信します。

HTTP トリガー名は、スペースも特殊文字も含まれない文字列変数にする必要があります。次に例 
を示します。

se-10-0-0-0(config)# ccn trigger http urlname mwiapp
Adding new trigger
se-10-0-0-0(config-trigger)# 

新しい HTTP トリガーを追加する場合は、次のメッセージが表示されます。

Adding new trigger

urlname HTTP トリガーの URL。
mwiapp URL 名の Cisco Unity Express IVR HTTP ベース トリガー シンタックス形式。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。
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HTTP トリガーがすでに存在する場合は、次のメッセージが表示されます。

Modifying existing trigger

例 次の例では、localhost ホスト名と myhttpapp アプリケーション名に HTTP ベース トリガー URL パ        
ラメータが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger http urlname myhttpapp
Adding new trigger
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド コマンド 説明

show ccn trigger http：IVR のみ トリガーおよびアプリケーションの設定を表示します。

Cisco Unity Express IVR の HTTP ベース トリガーの設定を表       
示するには、show ccn trigger http コマンド オプションを使     
用します。
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ccn trigger jtapi phonenumber
Cisco Unity Express JTAPI アプリケーション機能をアクティブにするトリガーを設定し、トリガー設    
定モードを開始するには、Cisco Unity Express 設定モードで ccn trigger jtapi phonenumber コマンド        
を使用します。トリガーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ccn trigger jtapi phonenumber number

no ccn trigger jtapi phonenumber number

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン number の値は、自動受付に到達するときに発信者がダイヤルする完全な電話番号の下位 4 桁にする   
必要があります。 

例 次の例では、トリガー 7800 の設定モードが開始されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger jtapi phonenumber 7800
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

number 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、JTAPI
プロキシ サーバ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 の値は、自動受付に到達するときに発信者がダイヤルする 
完全な電話番号の下位 4 桁にする必要があります。 

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show ccn trigger all アプリケーション トリガーの設定を表示します。
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ccn trigger sip phonenumber
Cisco Unity Express SIP アプリケーション機能をアクティブにするトリガーを設定し、トリガー設定    
モードを開始するには、Cisco Unity Express 設定モードで ccn trigger sip phonenumber コマンドを使        
用します。トリガーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ccn trigger sip phonenumber number

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン アプリケーションには、そのアプリケーションを起動する複数のトリガーを設定できますが、各ト

リガーには 1 つのアプリケーションだけを関連付ける必要があります。

例 次の例では、トリガー 7800 の設定モードが開始されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger sip phonenumber 7800
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

number 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、SIP プ 
ロキシ サーバ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 の値は、自動受付に到達するときに発信者がダイヤルする完 
全な電話番号の下位 4 桁にする必要があります。 

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show ccn trigger all アプリケーション トリガーの設定を表示します。
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clock timezone
Cisco Unity Express システムにタイム ゾーンを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで clock        
timezone コマンドを使用します。

clock timezone [time-zone]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco Unity Express では、設定されている NTP サーバから時刻を取得してシステムおよびアプリ     
ケーションの機能に日付を指定します。clock timezone コマンドは、Cisco Unity Express がインス     
トールされている場所のローカル タイム ゾーンを指定します。

タイム ゾーンを表すフレーズがわかる場合は、そのフレーズを time-zone 値に入力します。タイム   
ゾーンのフレーズが不明の場合は、time-zone 値を空白にし、表示される一連のメニューに従ってタ 
イム ゾーン選択プロセスを進めます。

例 次の例は、タイム ゾーンのメニューを使用して米国太平洋標準時を選択する方法を示しています。

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

time-zone （オプション）ローカル ブランチのタイム ゾーン。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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17) Dominican Republic    34) Panama
#? 45
Please select one of the following time zone regions.
 1) Eastern Time
 2) Eastern Time - Michigan - most locations
 3) Eastern Time - Kentucky - Louisville area
 4) Eastern Standard Time - Indiana - most locations
 5) Central Time
 6) Central Time - Michigan - Wisconsin border
 7) Mountain Time
 8) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
 9) Mountain Time - Navajo
10) Mountain Standard Time - Arizona
11) Pacific Time
12) Alaska Time
13) Alaska Time - Alaska panhandle
14) Alaska Time - Alaska panhandle neck
15) Alaska Time - west Alaska
16) Aleutian Islands
17) Hawaii
#? 11

The following information has been given:

        United States
        Pacific Time

Therefore TZ='America/Los_Angeles' will be used.
Local time is now:      Fri Dec 24 10:41:28 PST 2004.
Universal Time is now:  Fri Dec 24 18:41:28 UTC 2004.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1
se-10-0-0(config)#

次の例は、タイム ゾーン名を使用して米国太平洋標準時を選択する方法を示しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# clock timezone Americas/Los_Angeles

関連コマンド コマンド 説明

ntp server Cisco Unity Express の NTP サーバを指定します。
show clock detail クロックの詳細を表示します。
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closed day
営業時間外となる時間帯を指定するには、Cisco Unity Express 営業設定モードで closed day コマン      
ドを使用します。営業時間外を営業時間に変更するには、このコマンドの no 形式を使用します。

closed day day-of-week from hh:mm to hh:mm

no closed day day-of-week from hh:mm to hh:mm

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの営業時間は、1 日 24 時間、週 7 日間です。

コマンド モード Cisco Unity Express 営業設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 1 日は 30 分のタイム スロットに分割されます。デフォルトでは、すべてのタイム スロットが営業     
時間になります。closed day コマンドは、営業時間のタイム スロットを時間外のタイム スロットに    
変更します。

closed day コマンドを実行すると、no open day コマンドを実行した場合と同じ結果になります。

例 次の例では、normal という営業時間スケジュールが作成されます。

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

day-of-week 曜日。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。

from hh:mm 開始時刻。hh には 24 時間制を使用します。mm の有効な値は 00 または 30 の        
いずれかです。

to hh:mm 終了時刻。hh には 24 時間制を使用します。mm の有効な値は 00 または 30 の        
いずれかです。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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次の例では、既存の営業時間スケジュール 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)# no closed day 1 from 09:00 to 12:00
se-10-0-0-0(config-business)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

コマンド open day 1 from 09:00 to 12:00 を使用すると、上記の no closed day コマンドを使用した場            
合と同じ結果になります。

関連コマンド コマンド 説明

calendar biz-schedule 営業時間スケジュールを作成します。

open day 営業時間の開始時刻と終了時刻を指定します。

show calendar biz-schedule ローカル システム上に設定されている営業時間スケジュールを 
表示します。
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continue
Cisco Unity Express システムをオンライン モードに戻すには、Cisco Unity Express オフライン モー        
ドで continue コマンドを使用します。

continue

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express オフライン

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドによって Cisco Unity Express システムは以前のオンライン モードに戻るか（バック     
アップ手順の後など）、または工場出荷時のデフォルトへの復元を停止します。システムは新しい

通話およびボイス メッセージの処理を開始します。 

例 次の例は、バックアップ手順で continue コマンドを使用する方法を示しています。

se-10-0-0-0# offline
!!!WARNING!!!: Putting the system offline will terminate all active calls.
Do you wish to continue[n]? : y
se-10-0-0-0(offline)# backup category data
se-10-0-0-0(offline)# continue
se-10-0-0-0#

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

backup バックアップするデータを示します。

offline アクティブなすべての通話が終了し、新しい通話を Cisco Unity Express   
アプリケーションに接続できなくなります。

reload Cisco Unity Express システムを再起動します。
restore 復元するファイルを示します。

restore factory defaults システムを工場出荷時のデフォルトに復元します。
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copy ftp
新しいコンフィギュレーションを FTP サーバから別の Cisco Unity Express ロケーションにコピーす      
るには、Cisco Unity Express EXEC モードで copy ftp コマンドを使用します。

copy ftp: {nvram:startup-config | running-config | startup-config | system:running-config}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン FTP サーバからコピーするときに、copy ftp コマンドは対話形式になり、ユーザに必要な情報の入   
力を求めます。

サーバが anonymous FTP 入力を受け入れるように設定されていない場合は、サーバの IP アドレス     
にユーザ名とパスワードを追加します。形式は、userid:password@ftp-server-address/directory になり 
ます。

directory の値を指定しない場合は、デフォルトの FTP ディレクトリが使用されます。

例 次の例では、start というコンフィギュレーション ファイルが FTP サーバのデフォルト ディレクト     
リから NVRAM のスタートアップ 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: nvram:startup-config
Address or name or remote host? admin:voice@10.3.61.16
Source filename? start

nvram:startup-config 新しいコンフィギュレーションを nonvolatile random-access memory   
（NVRAM; 不揮発性 RAM）に保存されるコンフィギュレーションにコ  
ピーします。

running-config 新しいコンフィギュレーションを現在の実行コンフィギュレーション

にコピーします。

startup-config 新しいコンフィギュレーションをフラッシュ メモリ内のスタートアッ 
プ コンフィギュレーションにコピーします。

system:running-config 新しいコンフィギュレーションをシステム コンフィギュレーションに 
コピーします。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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次の例では、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

関連コマンド コマンド 説明

copy running-config 実行コンフィギュレーションを別の場所にコピーします。

copy tftp スタートアップ コンフィギュレーションを別の場所にコピーします。
erase startup-config コンフィギュレーション データを削除します。
write 実行コンフィギュレーション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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copy hrdb url：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR モジュール上のレポート履歴データベースを ASCII カンマ区切り形式で外      
部データベースにエクスポートするには、Cisco Unity Express 特権 EXEC モードで copy hrdb url コ        
マンドを使用します。

Cisco Unity Express IVR モジュールからレポート履歴の Contact Call Detail Record（CCDR; コンタク        
ト コールの詳細レコード）を外部サーバにエクスポートして後処理を行うことができます。 

（注） このコマンドは、オフピーク時、またはシステムが休止状態にあるときに実行することをお勧めし

ます。

copy hrdb url url

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値は設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン CCDR のカンマ区切り形式の表記および定義を確認するには、『Cisco Unity Express 3.0 Interactive     
Voice Response CLI Administrator Guide』を参照してください。

例 次の例は、copy hrdb url コマンドの出力を示しています。ファイルが Cisco Unity Express IVR モ        
ジュールからコピーされて、処理のためにサーバに送信されます。

se-10-0-0-0# copy hrdb url ftp://10.0.0.1/hr.txt
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current

Dload Upload Total Spent Left Speed

100 3584k 0 0 0 3584k 0 1259k --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 1794k
se-10-0-0-0# 

関連コマンド

url 外部データベースの URL。この URL に対して Cisco Unity Express IVR モ        
ジュールはレポート履歴データを ASCII カンマ区切り形式でコピーおよび  
アップロードします。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn reporting historical Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースのパラメー    
タを表示します。
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copy ldap
CUE データベースに格納されている現在の Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）情報を FTP      
サーバにコピーするには、Cisco Unity Express EXEC モードで copy ldap コマンドを使用します。

copy ldap url ftp://[user-id:ftp-password@]ftp-server-address[/directory]/filename

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン directory の値を指定しない場合は、デフォルトの FTP ディレクトリが使用されます。

例 次の例では、LDAP データが FTP サーバのデフォルト ディレクトリにコピーされ、ファイル ldapinfo     
にデータが保存されます。

se-10-0-0-0# copy ldap url ftp://admin:cue@10.10.67.163/ldapinfo
se-10-0-0-0#

関連コマンド

url ftp://user-id:ftp-password@ （オプション）FTP サーバにアクセスするための FTP ユーザ名と   
パスワードを指定します。ユーザ名およびパスワードを指定し

ない場合は、デフォルトのユーザ名 anonymous が使用されます。
@ftp-server-address FTP サーバの IP アドレス。
/directory （オプション）LDAP データ ファイルが格納される FTP サーバ    

上のディレクトリ。ディレクトリを指定しない場合は、FTP サー 
バ上のデフォルト ディレクトリが使用されます。

/filename FTP サーバでの LDAP データ ファイル名。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

copy running-config 実行コンフィギュレーションを別の場所にコピーします。

copy tftp スタートアップ コンフィギュレーションを別の場所にコピーします。
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copy log
CUE データベースに格納されている現在のログ情報を FTP サーバにコピーするには、Cisco Unity 
Express EXEC モードで copy log コマンドを使用します。

copy log {install.log | dmesg | syslog.log | atrace.log | klog.log | debug_server.log | messages.log} url 
ftp://[user-id:ftp-password@]ftp-server-address[/directory]/filename

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン directory の値を指定しない場合は、デフォルトの FTP ディレクトリが使用されます。

例 次の例では、インストール ログ データが FTP サーバのデフォルト ディレクトリにコピーされ、ファ     
イル installinfo にデータが保存されます。

se-10-0-0-0# copy log install.log url ftp://admin:cue@10.10.67.163/lnstallinfo
se-10-0-0-0#

install.log 最新のインストール情報が含まれます。

dmesg 起動ログが含まれます。

syslog.log システム メッセージが含まれます。
atrace.log トレース コマンドによって生成されたメッセージが含まれます。
debug_server.log デバッグ コマンドによって生成されたメッセージが含まれます。
klog.log トレース機能は、メモリのカーネル バッファ内にメッセージを書き込 

む診断機能です。

messages.log カーネル メッセージとシステム メッセージが含まれます。トレース  
メッセージは含まれません。

user-id:ftp-password@ （オプション）FTP サーバにアクセスするための FTP ユーザ名とパス   
ワードを指定します。ユーザ名およびパスワードを指定しない場合は、

デフォルトのユーザ名 anonymous が使用されます。
ftp-server-address FTP サーバの IP アドレス。
/directory （オプション）ログ データ ファイルが格納される FTP サーバ上のディ    

レクトリ。ディレクトリを指定しない場合は、FTP サーバ上のデフォ 
ルト ディレクトリが使用されます。

/filename FTP サーバでのログ データ ファイル名。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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関連コマンド

copy running-config
実行コンフィギュレーションを別の宛先にコピーするには、Cisco Unity Express EXEC モードで copy     
running-config コマンドを使用します。

copy running-config {ftp: | nvram:startup-config filename | startup-config | tftp:}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン FTP サーバまたは TFTP サーバにコピーするときに、copy running-config コマンドは対話形式にな     
り、ユーザに必要な情報の入力を求めます。サーバが anonymous FTP 入力を受け入れるように設定   
されていない場合は、サーバの IP アドレスにユーザ名とパスワードを追加します。形式は、  
userid:password@ftp-server-address/directory になります。directory の値を指定しない場合は、デフォ  
ルトの FTP ディレクトリが使用されます。

コマンド 説明

show log システム ログの内容を表示します。

ftp: FTP サーバの IP アドレスおよび宛先ファイル名を入力するため   
の FTP メニューを開始して、実行コンフィギュレーションを  
FTP サーバにコピーします。

nvram:startup-config filename 実行コンフィギュレーションを、NVRAM に保存される filename  
コンフィギュレーションにコピーします。

startup-config 実行コンフィギュレーションを、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 filename にコピーします。

tftp: TFTP サーバの IP アドレスおよび宛先ファイル名を入力するた   
めの TFTP メニューを開始して、実行コンフィギュレーション  
を TFTP サーバにコピーします。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。



C
copy running-config 

65
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス     

OL-14012-01-J

例 次の例では、実行コンフィギュレーションが FTP サーバにコピーされ、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、configs ディレクトリに saved_start ファイルとしてコピーされます。

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が、NVRAM に保存されるコンフィギュレーションに 
startup というファイル名でコピーされます。

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

次の例では、実行コンフィギュレーションがスタートアップ コンフィギュレーションに start とい   
うファイル名でコピーされます。

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

次の例では、実行コンフィギュレーションが TFTP サーバに temp_start というファイル名でコピー    
されます。

se-10-0-0-0# copy running-config tftp:
Address or name of remote host? 172.16.231.190
Source filename? temp_start

関連コマンド コマンド 説明

copy ftp ネットワーク FTP データを別の宛先にコピーします。
copy startup-config スタートアップ コンフィギュレーションを別の場所にコピーします。
copy tftp TFTP データを別の場所にコピーします。
erase startup-config コンフィギュレーション データを削除します。
write 実行コンフィギュレーション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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copy startup-config
スタートアップ コンフィギュレーションを別の宛先にコピーするには、Cisco Unity Express EXEC    
モードで copy startup-config コマンドを使用します。

copy startup-config {ftp: | tftp:}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン FTP サーバまたは TFTP サーバにコピーするときに、copy startup-config コマンドは対話形式にな     
り、ユーザに必要な情報の入力を求めます。サーバが anonymous FTP 入力を受け入れるように設定   
されていない場合は、サーバの IP アドレスにユーザ名とパスワードを追加します。形式は、  
userid:password@ftp-server-address/directory になります。directory の値を指定しない場合は、デフォ  
ルトの FTP ディレクトリが使用されます。

例 次の例では、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、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。スタート       
アップ コンフィギュレーションは、configs ディレクトリに saved_start ファイルとしてコピーされ    
ます。

se-10-0-0-0# copy startup-config ftp:
Address or name of remote host? admin:voice@172.16.231.193/configs
Source filename? saved_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 temp_start というファイル     
名でコピーされます。

se-10-0-0-0# copy startup-config tftp:
Address or name of remote host? 172.16.231.190
Source filename? temp_start

ftp: FTP サーバの IP アドレスおよび宛先ファイル名を入力するための FTP メ     
ニューを開始して、スタートアップ コンフィギュレーションを FTP サーバに   
コピーします。

tftp: TFTP サーバの IP アドレスおよび宛先ファイル名を入力するための TFTP メ     
ニューを開始して、スタートアップ コンフィギュレーションを TFTP サーバ   
にコピーします。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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関連コマンド

copy tftp
ネットワーク TFTP サーバ情報を別の宛先にコピーするには、Cisco Unity Express EXEC モードで      
copy tftp コマンドを使用します。

copy tftp: {nvram:startup-config | running-config | startup-config | system:running-config}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

コマンド 説明

copy ftp ネットワーク FTP データを別の宛先にコピーします。
copy running-config 実行コンフィギュレーションを別の場所にコピーします。

copy tftp TFTP データを別の場所にコピーします。
erase startup-config コンフィギュレーション データを削除します。
write 実行コンフィギュレーション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。

nvram:startup-config コピー手順の宛先ロケーションは、NVRAM に保存されるコンフィ 
ギュレーションです。TFTP サーバの IP アドレスと宛先ファイル名を   
入力するための対話形式メニューを開始します。

running-config コピー手順の宛先ロケーションは、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です。TFTP サーバの IP アドレスと宛先   
ファイル名を入力するための対話形式メニューを開始します。

startup-config コピー手順の宛先ロケーションは、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です。TFTP サーバの IP アドレスと宛    
先ファイル名を入力するための対話形式メニューを開始します。

system:running-config コピー手順の宛先ロケーションは、システム コンフィギュレーション 
です。TFTP サーバの IP アドレスと宛先ファイル名を入力するための   
対話形式メニューを開始します。

Cisco Unity Express 
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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使用上のガイドライン copy tftp コマンドは対話形式のコマンドで、ユーザに必要な情報の入力を求めます。サーバが  
anonymous TFTP 入力を受け入れるように設定されていない場合は、サーバの IP アドレスにユーザ    
名とパスワードを追加します。形式は、userid:password@tftp-server-address/directory になります。 
directory の値を指定しない場合は、デフォルトの TFTP ディレクトリが使用されます。

スタートアップ コンフィギュレーションを TFTP サーバからコピーすると、既存のスタートアップ   
コンフィギュレーションは上書きされます。Cisco Unity Express によって上書きを確認する警告が   
表示されます。

例 次の例では、TFTP サーバの IP アドレスは 10.3.61.16 です。ソース ファイル名 start 内の TFTP サー          
バ データが、実行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: running-config
Address or name of remote host? 10.3.61.16
Source filename? start

次の例では、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

関連コマンド コマンド 説明

copy ftp ネットワーク FTP サーバの情報を別の場所にコピーします。
copy running-config 実行コンフィギュレーションを別の場所にコピーします。

copy startup-config スタートアップ コンフィギュレーションを別の場所にコピーします。
erase startup-config コンフィギュレーション データを削除します。
write 実行コンフィギュレーション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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credentials（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）プロファイルにユー      
ザ名およびパスワードを暗号化された形式で指定するには、Cisco Unity Express IVR EDBS プロファ     
イル設定モードで credentials コマンドを使用します。暗号化された形式のユーザ名およびパスワー  
ドを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

credentials hidden credential-string

no credentials hidden credential-string

シンタックスの説明

コマンド デフォルト なし

コマンド モード Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ccn subsystem edbs dbprofile コマンドが正しく実行された後で、credentials hidden credential-string コ       
マンドを使用して、このデータベース接続の資格情報を暗号化された形式で指定します。 

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR サブシステムに暗号化されたユーザ名およびパスワードが設    
定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem edbs dbprofile mydbprofile
Adding new Database profile
se-10-0-0-0(config-dbprof)# credentials hidden James_dbpasswd
se-10-0-0-0(config-dbprof)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

hidden credential-string 暗号化されたユーザ名とパスワードの組み合せ。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ Cisco Unity Express IVR エンタープライズ デー     
タベースのプロファイル設定を表示します。
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crypto key default
証明書とプライベート キーのペアをシステム デフォルトとして設定するには、Cisco Unity Express    
設定モードで crypto key default コマンドを使用します。証明書とキーのペアからシステム デフォ     
ルトの指定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

crypto key label label-name default

no crypto key label label-name default

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 証明書とキーのペアを設定すると、統合メッセージングなどのアプリケーションで Secure Sockets  
Layer（SSL）セキュリティを確保するためにデフォルトの証明書を使用できます。ペアの明確なラ
ベル名が不明でもかまいません。

システムに証明書とキーのペアが複数あり、そのどれもがシステム デフォルトではない場合、この 
コマンドを使用して、いずれかのペアをシステム デフォルトとして指定します。

あるペアから別のペアに指定を変更する場合は、このコマンドの no 形式を使用して元のペアから  
指定を削除します。その後で新しいペアに指定を割り当てます。

このコマンドの no 形式を使用しても、証明書とプライベート キーは削除されません。ペアはシス   
テム上に残りますが、システム デフォルトのペアとしてはすでに指定されていません。

証明書とキーのペアのいずれかが存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。

例 次の例では、証明書とプライベート キーのペア mainkey.ourcompany がシステム デフォルトとして    
指定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# crypto key label mainkey.ourcompany default
se-10-0-0-0(config)#

次の例では、システム デフォルトの指定が証明書とキーのペア alphakey.myoffice から 
betakey.myoffice に変更されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no crypto key label alphakey.myoffice default
se-10-0-0-0(config)# crypto key label betakey.myoffice default
se-10-0-0-0(config)# end

label label-name システム デフォルトとして設定する証明書とプライベート キーのペ  
アの名前。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。



C
crypto key delete  

71
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス     

OL-14012-01-J

関連コマンド

crypto key delete
証明書とプライベート キーのペアをシステムから削除するには、Cisco Unity Express 設定モードで    
crypto key delete コマンドを使用します。このコマンドには、no 形式および default 形式はありませ      
ん。

crypto key delete {all | label label-name}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 指定された証明書とプライベート キーのペアが存在しない場合は、エラー メッセージが表示され  
ます。

例 次の例では、証明書とプライベート キーのペア mainkey.ourcompany が削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# crypto key delete label mainkey.ourcompany
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

コマンド 説明

crypto key delete 証明書とプライベート キーのペアを削除します。
crypto key generate 証明書とプライベート キーのペアを生成します。
crypto key import 証明書とプライベート キーのペアをコンソールまたはサーバからイン 

ポートします。

show crypto key 生成済みの証明書に関する情報を表示します。

all システムにある証明書とプライベート キーのペアをすべて削除します。
label label-name 指定された証明書とプライベート キーのペアを削除します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

crypto key default 証明書とプライベート キーのペアをシステム デフォルトとして指定  
します。

crypto key generate 証明書とプライベート キーのペアを生成します。
crypto key import 証明書とプライベート キーのペアをコンソールまたはサーバからイン 

ポートします。

show crypto key 生成済みの証明書に関する情報を表示します。
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crypto key generate
自己署名証明書とプライベート キーを生成するには、Cisco Unity Express 設定モードで crypto key      
generate コマンドを使用します。このコマンドには、no 形式および default 形式はありません。 

crypto key generate [rsa {label label-name | modulus modulus-size} | default]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの暗号化アルゴリズムは ras です。 
デフォルトのラベル形式は hostname.domainname です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 統合メッセージングでは、SSL 接続を有効にするために証明書とプライベート キーが必要です。証  
明書とキーのペアをシステム デフォルトとして設定する必要があります。証明書とキーのペアの設 
定前に IMAP セキュリティ モードが SSL または mixed に設定されている場合、エラー メッセージ        
が生成されます。

どのキーワードも選択しない場合、またはラベルを指定しない場合、証明書とキーのペア名は

hostname.domainname の形式で自動的に生成されます。

Cisco Unity Express 2.3 では暗号化アルゴリズムとして rsa だけをサポートします。

証明書とキーのペアをシステム デフォルトとして設定するには、crypto key generate コマンドまた    
は crypto key label default コマンドを使用します。

例 次の例では、名前が mainkey.ourcompany でサイズが 728 の証明書とプライベート キーが生成され、     
生成されたペアはシステム デフォルトとして割り当てられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# crypto key generate label mainkey.ourcompany modulus 728 default
se-10-0-0-0(config)#

rsa （オプション）パブリック キーの暗号化アルゴリズムを指定します。
label label-name （オプション）証明書とキーのペアに名前を割り当てます。

modulus modulus-size （オプション）モジュールのサイズを指定します。これが、キーを生成

するときの基本数となります。有効な値は 512 ～ 2048 で、8 の倍数に     
する必要があります。

default （オプション）生成された証明書とキーのペアをシステム デフォルト 
として割り当てます。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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関連コマンド

crypto key import
証明書とプライベート キーをコンソールまたはリモート サーバからインポートするには、Cisco  
Unity Express 設定モードで crypto key import コマンドを使用します。このコマンドには、no 形式お       
よび default 形式はありません。証明書とプライベート キーを削除するには、crypto key delete コマ      
ンドを使用します。

crypt key import rsa label label-name {der url {ftp: | http:} | pem {terminal | url {ftp: | http:}} [default]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 証明書とキーのペアが存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。

証明書とキーのペアを誤ってインポートした場合は、crypto key delete コマンドを使用してそのペ   
アを削除し、適切なペアをインポートします。

コマンド 説明

crypto key delete 証明書とプライベート キーのペアを削除します。
crypto key import 証明書とプライベート キーのペアをコンソールまたはサーバからイン 

ポートします。

crypto key default 証明書とプライベート キーのペアをシステム デフォルトとして指定  
します。

show crypto key 生成済みの証明書に関する情報を表示します。

rsa パブリック キーの暗号化アルゴリズムを指定します。 
label label-name インポートされた証明書とキーのペアに名前を割り当てます。

der インポートされた証明書が Distinguished Encoding Rules（DER）符号化フォー   
マットであることを示します。

pem インポートされた証明書が Privacy Enhanced Mail（PEM）符号化フォーマッ   
トであることを示します。

terminal 証明書とキーのインポート元としてコンソールを指定します。情報をさらに

入力するように求められます。下の例を参照してください。

url {ftp: | http:} 証明書とキーのインポート元としてリモート サーバを指定します。情報をさ 
らに入力するように求められます。下の例を参照してください。

default （オプション）証明書とキーのペアをシステム デフォルトとして割り当てま 
す。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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例 次の例では、証明書とプライベート キーがコンソールからインポートされます。

Ise-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# crypto key import rsa label newkey.ourcompany der terminal

Enter certificate...
End with a blank line or “quit” on a line by itself

Enter private key...
Private key passphrase?
End with a blank line or “quit” on a line by itself

quit
Import succeeded.

関連コマンド コマンド 説明

crypto key default 証明書とプライベート キーのペアをシステム デフォルトとして指定  
します。

crypto key delete 証明書とプライベート キーのペアを削除します。
crypto key generate 証明書とプライベート キーのペアを生成します。
show crypto key 生成済みの証明書に関する情報を表示します。
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ctiport
Cisco Unified Communications Manager CTI ポートを 1 つ以上指定するには、Cisco Unity Express JTAPI        
設定モードで ctiport コマンドを使用します。CTI ポートを削除するには、このコマンドの no 形式     
を使用します。

ctiport cti-port [cti-port2 cti-port3...cti-portN]

no ctiport cti-portN

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express JTAPI 設定

コマンド履歴

例 次の例では、JTAPI サブシステムに 8 つの CTI ポートが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem jtapi
se-10-0-0-0(config-jtapi)# ctiport 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100
se-10-0-0-0(config-jtapi)# end
se-10-0-0-0(config)#

次の例では、CTI ポート 6700 が削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem jtapi
se-10-0-0-0(config-jtapi)# no ctiport 6700
se-10-0-0-0(config-jtapi)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

cti-port CTI ポート番号。
cti-portN （オプション）追加の CTI ポート。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.1 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュール（NM）、    
拡張統合モジュール（AIM）、および Cisco Unified Communications   
Manager 3.3(3) で導入されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccm-manager address Cisco Unified Communications Manager サーバを指定します。
ccm-manager username JTAPI ユーザ ID およびパスワードを指定します。
ccn subsystem jtapi JTAPI 設定モードを開始します。
show ccn subsystem jtapi JTAPI サブシステムに関する統計情報を表示します。
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D

Last Updated: June 19, 2007

database（ccn reporting historical）

db-hostname（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ

dbname（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ

db-password（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ

db-port（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ

dbtype（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ

db-username（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ

default（ccn application）

default（ccn engine）

default（ccn reporting historical）

default（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ

default（ccn subsystem fax）：IVR のみ

default（ccn trigger http）：IVR のみ

default（ccn trigger jtapi）

default（ccn trigger sip）

default ccm-manager（ccn subsystem jtapi）

default ctiport（ccn subsystem jtapi）

default gateway（ccn subsystem sip）

default security password length min

default security pin length min

default-from（ccn subsystem fax）：IVR のみ

description（ccn application）

description（ccn reporting historical）

dtmf-relay
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database（ccn reporting historical）
Cisco Unity Express IVR レポート履歴ローカル データベースを設定するには、Cisco Unity Express       
IVR レポート履歴設定モードで database local コマンドを使用します。データベース設定を削除す    
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

database local

no database local

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースは、デフォルトでローカル データベースとして     
設定されます。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定

コマンド履歴

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR レポート履歴ローカル データベースが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)# database local
se-10-0-0-0(config-hrdm)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn reporting historical Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの設定内容    
を表示します。
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db-hostname（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）のホスト名を設定      
するには、Cisco Unity Express IVR EDBS 設定モードで db-hostname コマンドを使用します。ホスト       
名をデフォルトのホスト名に変更するには、このコマンドの no 形式を使用します。

db-hostname hostname

no db-hostname hostname

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは、Cisco Unity Express IVR モジュールの IP アドレスです。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR EDBS 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン hostname 値は Cisco Unity Express IVR モジュールを識別します。デフォルト値は、モジュールの IP       
アドレスです。

（注） Cisco Unity Express は、Cisco Unity Express IVR モジュールのプロンプトで hostname 値を使用しま         
す。

例 次の例では、モジュールのホスト名が myHost に変更され、次にデフォルトのホスト名が復元され  
ます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# db-hostname myHost
mybranch(config)# no db-hostname myHost
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

hostname ホスト システムの名前。ドメイン名は含めないでください。

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ Cisco Unity Express IVR エンタープライズ デー     
タベースのプロファイル設定を表示します。
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dbname（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）の名前を指定する      
には、Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定モードで dbname コマンドを使用します。       
データベース名を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

dbname external-db-name

no dbname external-db-name

シンタックスの説明

コマンド デフォルト デフォルトのデータベース名はありません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ccn subsystem edbs dbprofile コマンドが正しく実行された後で、dbname コマンドを使用して、外部     
データベースの名前を指定します。この名前を指定しないと、Java Database Connectivity（JDBC）ド  
ライバはデフォルト データベースを使用して接続します。名前を指定すると、JDBC ドライバはそ  
の名前の外部データベースに接続します。

例 次の例では、オプションのデータベース名が設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem edbs dbprofile mydbprofile
Adding new Database profile
se-10-0-0-0(config-dbprof)# dbname atlanta
se-10-0-0-0(config-dbprof)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

external-db-name 外部データベース名を文字列として指定します。

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ Cisco Unity Express IVR EDBS データベースの設     
定内容を表示します。
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db-password（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）のパスワードを設      
定するには、Cisco Unity Express IVR EDBS 設定モードで db-password コマンドを使用します。パス       
ワードを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

db-password password

no db-password password

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード Cisco Unity Express IVR EDBS 設定

コマンド履歴

例 次の例では、モジュールのパスワードが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# db-password ******
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

password システムにパスワードを設定します。

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ Cisco Unity Express IVR エンタープライズ デー     
タベースのプロファイル設定を表示します。
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db-port（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）のポート番号を指      
定するには、Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定モードでオプションの db-port コマン       
ドを使用します。データベースのポート番号を削除するには、このコマンドの no 形式を使用しま  
す。

db-port port-number

no db-port port-number

シンタックスの説明

コマンド デフォルト なし

コマンド モード Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ccn subsystem edbs dbprofile コマンドが正しく実行された後で、オプションの db-port コマンドを使      
用して、データベースのデフォルト ポート番号以外のポート番号を指定します。データベースは、 
通常、デフォルト ポート番号を使用して開始されますが、デフォルト ポート番号が別のポート番  
号に変更されている可能性もあります。ポート番号がデフォルト ポート番号以外の番号になってい 
る場合は、db-port コマンドを使用してそのポート番号を指定する必要があります。デフォルト ポー  
ト番号である場合、このコマンドを使用する必要はありません。

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR EDBS がポート番号 10 を使用するように設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem edbs dbprofile mydbprofile
Adding new Database profile
se-10-0-0-0(config-dbprof)# db-port 10
se-10-0-0-0(config-dbprof)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

port-number （オプション）Cisco Unity Express IVR EDBS のデフォルト ポート番号以外の      
ポート番号。

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ Cisco Unity Express IVR EDBS の設定内容を表示     
します。
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dbtype（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）のタイプを設定す      
るには、Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定モードで dbtype コマンドを使用してデー       
タベース タイプを設定します。データベース タイプを削除するには、このコマンドの no 形式を使    
用します。

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

no dbtype {DB2 | MSSQL-MSDE | ORACLE | SYBASE}

シンタックスの説明

コマンド デフォルト データベース タイプは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ccn subsystem edbs dbprofile コマンドが正しく実行された後で、dbtype コマンドを使用して、データ     
ベース タイプを DB2、MSSQL-MSDE、Oracle、または Sybase として設定します。dbtype コマンド     
は必須です。

例 次の例では、データベース タイプが Sybase に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem edbs dbprofile mydbprofile
Adding new Database profile
se-10-0-0-0(config-dbprof)# dbtype sybase
se-10-0-0-0(config-dbprof)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

DB2 基本データベース サブシステムを IBM データベースに設定します。
MSSQL-MSDE 基本データベース サブシステムを Microsoft SQL または Microsoft Database      

Engine データベースに設定します。
ORACLE 基本データベース サブシステムを Oracle データベースに設定します。
SYBASE 基本データベース サブシステムを Sybase データベースに設定します。

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ Cisco Unity Express IVR エンタープライズ デー     
タベースのプロファイル設定を表示します。
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db-username（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）に接続するために      
必要なユーザ名を指定するには、Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定モードで     
db-username コマンドを使用します。指定したユーザ名とパスワードの文字列を削除するには、こ 
のコマンドの no 形式を使用します。

db-username userid

no db-username userid

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ユーザ名は設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定

コマンド履歴

例 次の例では、データベース プロファイルのユーザ名およびパスワードが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem edbs dbprofile mydbprofile
Adding new Database profile
se-10-0-0-0(config-dbprof)# db-username James db-password dbpasswd
se-10-0-0-0(config-dbprof)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

userid データベースへの接続を認証するためのユーザ名。

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ Cisco Unity Express IVR EDBS のプロファイル設     
定を表示します。
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default（ccn application）
Cisco Unified Communication Network（CCN）アプリケーションのパラメータをデフォルト値にリ   
セットするには、CCN アプリケーション設定モードで default コマンドを使用します。

default {description | enabled | maxsessions | parameter name}

シンタックスの説明

コマンド モード CCN アプリケーション設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン default コマンドは、Cisco Unified Communication Network（CCN）アプリケーションのパラメータを    
デフォルト値に設定します。 

例 次の例では、セッションの最大数がポート ライセンスの数に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn application voicemail
se-10-0-0-0(config-application)# default maxsessions
se-10-0-0-0(config-application)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

description アプリケーションの説明をアプリケーションの名前に設定します。

enabled アプリケーションを有効にします。

maxsessions セッションの最大数をポート ライセンスの数に設定します。
parameter name パラメータの値をスクリプトに設定されたデフォルトに設定します。

（注） パラメータ名は show ccn application コマンドを使用して表示できま    
す。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定  
します。

ccn engine すべての CCN アプリケーションで使用されるパラメータを設  
定します。

ccn trigger sip phonenumber アプリケーションの CCN トリガーの値を設定します。
show ccn application すべての CCN アプリケーションの詳細を表示します。



D
default（ccn engine）

86
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス

OL-14012-01-J

default（ccn engine）
CCN アプリケーションで実行される手順数の上限をデフォルト値に設定するには、CCN エンジン  
設定モードで default  コマンドを使用します。

default maxsteps 

シンタックスの説明

コマンド モード CCN エンジン設定モード

コマンド履歴

例 次の例では、指定されたパラメータが工場出荷時の値にリセットされます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn engine
se-10-0-0-0(config-engine)# default maxsteps
se-10-0-0-0(config-engine)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

maxsteps CCN アプリケーションで実行される手順数の上限。デフォルトは 1000 です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定  
します。

ccn engine すべての CCN アプリケーションで使用されるパラメータを設  
定します。

ccn trigger sip phonenumber アプリケーションの CCN トリガーの値を設定します。
show ccn engine CCN エンジンの情報を表示します。
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default（ccn reporting historical）
Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの値をデフォルト値にリセットするには、    
Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定モードで default コマンドを使用します。 

default {database | description | enabled | purge}

シンタックスの説明

コマンド デフォルト デフォルトは、Cisco Unity Express システムのホスト名です。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 複数の Cisco Unity Express IVR システムが履歴データを同じデータベースに保存する場合に各シス     
テムのデータをデータベース サーバで区別できるようにするには、その Cisco Unity Express IVR 履      
歴データベースを説明する名前を作成します。

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースのパラメータがデフォルト値にリ    
セットされます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)# default database local
se-10-0-0-0(config-hrdm)# default description
se-10-0-0-0(config-hrdm)# default enabled
se-10-0-0-0(config-hrdm)# default purge
se-10-0-0-0(config-hrdm)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

database Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースは、デフォルトでローカル    
データベースとして設定されます。

description （オプション）Cisco Unity Express システムのホスト名。
enabled レポート履歴データベースを有効にします。レポート履歴データベースを無

効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
purge 消去のパラメータは設定されていません。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn reporting historical Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの設定内容    
を表示します。



D
default（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ

88
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス

OL-14012-01-J

default（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）の値をデフォルト      
値にリセットするには、Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定モードで default コマンド       
を使用します。

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

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ccn subsystem edbs profile コマンドを入力した後に、default コマンドを使用してデータベースの値     
をデフォルト値にリセットします。

credentials Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベースに対する効果はあり     
ません。

dbname データベース名は設定されていません。

dbtype データベース タイプは設定されていません。
description （オプション）Cisco Unity Express システムのホスト名。
enabled Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベースを有効にします。エ     

ンタープライズ データベースを無効にするには、このコマンドの no 形式を   
使用します。

db-hostname Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースは、ローカル データベー     
スとして設定されます。

maxactive 最大値を設定します。最大値は、ライセンスで許可されている Cisco Unity  
Express IVR セッション数の 2 倍です。

parameter （オプション）パラメータ名と値のペアは設定されていません。

db-password Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベースのパスワードを空文     
字列に設定します。

db-port （オプション）ポート番号をデフォルト ポート番号に設定します。
db-username Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベースのユーザ名を空文字     

列に設定します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。
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例 次の例では、Cisco Unity Express IVR EDBS の値がデフォルト値にリセットされます。

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

関連コマンド コマンド 説明

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ Cisco Unity Express IVR EDBS のプロファイル設     
定を表示します。
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default（ccn subsystem fax）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR ファックス アプリケーションのファックスの default-from 電子メール アド        
レスを削除するには、Cisco Unity Express IVR ファックス設定モードで default コマンドを使用しま      
す。

default default-from email-address-string

シンタックスの説明

コマンド デフォルト なし

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ファックス設定

コマンド履歴

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR ファックス アプリケーションのファックスの default-from 電子       
メール アドレスが削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem fax
se-10-0-0-0(config-fax)# default default from name@domain.com
se-10-0-0-0(config-fax)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

email-address-string ファックス アプリケーションの default-from アドレスの電子メール ア    
ドレス文字列。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem fax：IVR のみ Cisco Unity Express IVR ファックス サブシステムの設定     
内容を表示します。
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default（ccn trigger http）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR の HTTP トリガーの値をデフォルト値にリセットするには、Cisco Unity       
Express IVR HTTP トリガー設定モードで default コマンドを使用します。

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

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express IVR HTTP トリガー設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ccn trigger http コマンドが正しく実行された後で、default コマンドを使用して HTTP トリガーの値      
をデフォルト値にリセットします。

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR の HTTP ベース トリガーの値がデフォルト値にリセットされ       
ます。

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

関連コマンド

application アプリケーションに対する効果はありません。

enabled HTTP トリガーを有効にします。HTTP トリガーを無効にするには、このコマ  
ンドの no 形式を使用します。

idletimeout アイドル タイムアウトを 10,000 秒に設定します。
locale ロケールを「systemDefault」に設定します。
maxsessions セッションの最大数をポート ライセンスの数に設定します。数を 0 に設定す   

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn trigger http：IVR のみ トリガーおよびアプリケーションの設定を表示します。

Cisco Unity Express IVR の HTTP ベース トリガーの設定を表       
示するには、show ccn trigger http コマンド オプションを使     
用します。
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default（ccn trigger jtapi）
CCN の JTAPI トリガーのパラメータをデフォルト値にリセットするには、CCN トリガー JTAPI 設      
定モードで default コマンドを使用します。トリガーを無効にする場合、または maxsessions の数を    
0 に設定する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。

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

no default {enabled | maxsessions}

シンタックスの説明

コマンド モード CCN トリガー JTAPI 設定

コマンド履歴

例 次の例では、セッションの最大数がポート ライセンスの数に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger jtapi phonenumber 1234
se-10-0-0-0(config-trigger)# default maxsessions
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

application アプリケーションに対する効果はありません。

enabled トリガーを有効にします。トリガーを無効にするには、このコマンドの no 形  
式を使用します。

idletimeout アイドル タイムアウトを 10,000 秒に設定します。
locale ロケールを「systemDefault」に設定します。
maxsessions セッションの最大数をポート ライセンスの数に設定します。数を 0 に設定す   

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定します。
ccn engine すべての CCN アプリケーションで使用されるパラメータを設定しま  

す。

show ccn trigger all すべての CCN アプリケーションの詳細を表示します。
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default（ccn trigger sip）
CCN の SIP トリガーのパラメータをデフォルト値にリセットするには、CCN トリガー SIP 設定モー      
ドで default コマンドを使用します。トリガーを無効にする場合、または maxsessions の数を 0 に設      
定する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。

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

no default {enabled | maxsessions}

シンタックスの説明

コマンド モード CCN トリガー SIP 設定

コマンド履歴

例 次の例では、セッションの最大数がポート ライセンスの数に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger sip phonenumber 1234
se-10-0-0-0(config-trigger)# default maxsessions
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

application アプリケーションに対する効果はありません。

enabled トリガーを有効にします。トリガーを無効にするには、このコマンドの no 形  
式を使用します。

idletimeout アイドル タイムアウトを 10,000 秒に設定します。
locale ロケールを「systemDefault」に設定します。
maxsessions セッションの最大数をポート ライセンスの数に設定します。数を 0 に設定す   

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定します。
ccn engine すべての CCN アプリケーションで使用されるパラメータを設定します。
show ccn trigger all すべての CCN アプリケーションの詳細を表示します。



D
default ccm-manager（ccn subsystem jtapi）

94
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス

OL-14012-01-J

default ccm-manager（ccn subsystem jtapi）
Cisco Unity Express で使用する Cisco Unified Communications Manager の JTAPI サブシステムのパラ        
メータをデフォルト値にリセットするには、Cisco Unity Express CCN サブシステム JTAPI 設定モー      
ドで default ccm-manager コマンドを使用します。 

default ccm-manager {address | username | password}

シンタックスの説明

コマンド モード CCN サブシステム JTAPI 設定

コマンド履歴

例 次の例では、Cisco Unified Communications Manager サーバのアドレスが 0.0.0.0 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem jtapi
se-10-0-0-0(config-jtapi)# default ccm-manager address
se-10-0-0-0(config-jtapi)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

address Cisco Unified Communications Manager サーバの IP アドレスを 0.0.0.0 に設定し        
ます。

username CCM の JTAPI ユーザ名を空文字列に設定します。
password CCM の JTAPI パスワードを空文字列に設定します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定  
します。

ccn engine すべての CCN アプリケーションで使用されるパラメータを設  
定します。

ccn subsystem jtapi CCM の JTAPI パラメータを設定します。
ccn trigger sip phonenumber アプリケーションの CCN トリガーの値を設定します。
show ccn subsystem jtapi CCN サブシステムの JTAPI の詳細を表示します。
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default ctiport（ccn subsystem jtapi）
Cisco Unified Communications Manager の CTI ポートのアドレスをデフォルト値（空文字列）にリセッ      
トするには、Cisco Unity Express CCN サブシステム JTAPI 設定モードで default ctiport コマンドを        
使用します。 

default ctiport

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード CCN サブシステム JTAPI 設定

コマンド履歴

例 次の例では、Cisco Unified Communications Manager CTI ポートのアドレスが空文字列に設定されま     
す。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem jtapi
se-10-0-0-0(config-jtapi)# default ctiport
se-10-0-0-0(config-jtapi)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定  
します。

ccn engine すべての CCN アプリケーションで使用されるパラメータを設  
定します。

ccn subsystem jtapi CCM の JTAPI パラメータを設定します。
ccn trigger sip phonenumber アプリケーションの CCN トリガーの値を設定します。
show ccn subsystem jtapi CCN サブシステムの JTAPI の詳細を表示します。
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default gateway（ccn subsystem sip）
SIP サーバのパラメータをデフォルト値にリセットするには、Cisco Unity Express CCN サブシステ     
ム SIP 設定モードで default gateway コマンドを使用します。

default gateway {address | port}

シンタックスの説明

コマンド モード CCN サブシステム SIP 設定

コマンド履歴

例 次の例では、SIP サーバのポートが 5060 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem sip
se-10-0-0-0(config-sip)# default gateway port
se-10-0-0-0(config-sip)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

address SIP サーバの IP アドレスを 0.0.0.0 に設定します。
port SIP ポートを 5060 に設定します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定  
します。

ccn engine すべての CCN アプリケーションで使用されるパラメータを設  
定します。

ccn subsystem sip CCM の JTAPI パラメータを設定します。
ccn trigger sip phonenumber アプリケーションの CCN トリガーの値を設定します。
show ccn subsystem sip CCN サブシステムの SIP の詳細を表示します。
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default security password length min
セキュリティ パスワードの長さをデフォルトの最小値に設定するには、Cisco Unity Express 設定    
モードで default security password length min コマンドを使用します。

default security password length min

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト パスワードの長さは 3 です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

例 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)# default security password length min
se-10-0-0-0(config)# end

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

security password システム全体のパスワードの長さと有効期間を設定します。

show security detail パスワードおよび PIN の設定を表示します。
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default security pin length min
セキュリティ PIN の長さをデフォルトの最小値に設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで     
default security pin length min コマンドを使用します。

default security pin length min

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト PIN の長さは 3 です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

例 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(config)# default security pin length min
se-10-0-0-0(config)# end

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

security pin システム全体の PIN の長さと有効期間を設定します。
show security detail パスワードおよび PIN の設定を表示します。
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default-from（ccn subsystem fax）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR ファックス アプリケーションの default-from アドレスを設定するには、Cisco       
Unity Express IVR ファックス設定モードで default-from コマンドを使用します。default-from アドレ      
スを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

default-from email-address-string

no default-from email-address-string

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ファックス設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 電子メールを受信できる有効な電子メール アドレス文字列を入力します。このアドレスは、送信に 
失敗したことを示す通知を受信できる必要もあります。

例 次の例では、ファックスの default-from 電子メール アドレスがリセットされます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem fax
se-10-0-0-0(config-fax)# default-from name@domain.com
se-10-0-0-0(config-fax)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

email-address-string ファックス アプリケーションの default-from アドレスの電子メール ア    
ドレス文字列。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem fax：IVR のみ Cisco Unity Express IVR ファックス サブシステムの設定     
内容を表示します。



D
description（ccn application）

100
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス

OL-14012-01-J

description（ccn application）
CCN アプリケーションのオプションの説明を指定するには、Cisco Unity Express CCN アプリケー     
ション設定モードで description コマンドを使用します。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。

description “text”

no description “text”

シンタックスの説明

デフォルト 文字列は定義されていません。

コマンド モード CCN アプリケーション設定

コマンド履歴

例 次の例では、CCN autoattendant アプリケーションの説明が追加されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn application autoattendant
se-10-0-0-0(config-application)# description “Release 1 AA”
se-10-0-0-0(config-application)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

text アプリケーションを説明するテキストを指定します。テキストは二重引用符

で囲みます。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定します。
show ccn application CCN アプリケーションの詳細を表示します。
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description（ccn reporting historical）
Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースを説明する名前を作成するには、Cisco Unity     
Express IVR レポート履歴設定モードでオプションの description コマンドを使用します。説明を、    
システムに設定済みのホスト名に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

description word

no description word

シンタックスの説明

コマンド デフォルト Cisco Unity Express システムのホスト名。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 複数の Cisco Unity Express システムが履歴データを同じデータベースに保存する場合に各システム    
のデータをデータベース サーバで区別できるようにするには、その Cisco Unity Express 履歴データ     
ベースを説明する名前を作成します。

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの説明が作成されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)# description cue-192-1-2-11
se-10-0-0-0(config-hrdm)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

word レポート履歴データベースの説明。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn reporting historical Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの設定内容    
を表示します。
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dtmf-relay
SIP DTMF（Dual Tone MultiFrequency）リレー メカニズムを設定するには、Cisco Unity Express SIP       
設定モードで dtmf-relay コマンドを使用します。デフォルト値を使用するには、このコマンドの no   
形式または default 形式を使用します。

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

no dtmf-relay

default dtmf-relay

シンタックスの説明

デフォルト sip-notify、sub-notify がデフォルトの組み合せです。

コマンド モード Cisco Unity Express SIP 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン rtp-nte オプションを使用するには、SIP 通話に Unsolicited Notify を使用するように Cisco IOS SIP        
ゲートウェイが設定されていることを確認します。次に例を示します。

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

sip-notify オプションを使用するには、SIP 通話に Unsolicited Notify を使用するように Cisco IOS SIP        
ゲートウェイが設定されていることを確認します。次に例を示します。

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

rtp-nte メディア パスを使用して、Cisco Unity Express に対する着信および発信 DTMF     
信号のリレーを行います。

sub-notify Subscribe および Notify メッセージを使用して、Cisco Unity Express に対する      
着信 DTMF 信号のリレーを行います。このオプションは、Cisco Unity Express    
からの発信 DTMF 信号には使用できません。

info Info メッセージを使用して、Cisco Unity Express から Cisco IOS SIP ゲートウェ        
イへの発信 DTMF 信号のリレーを行います。

sip-notify Unsolicited Notify メッセージを使用して、着信および発信 DTMF 信号のリ    
レーを行います。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。



D
dtmf-relay

103
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス     

OL-14012-01-J

DTMF 信号を転送するためのオプションを複数設定します。オプションを設定する順序によって、 
プリファレンスの順序が決まります。複数の信号オプションを設定するには、1 つの dtmf-relay コ   
マンドを使用してオプションを指定します。

表 2 は、さまざまなオプションの組み合せ、リモート エンドの機能、および着信および発信 DTMF   
信号に対する信号オプションを示しています。 

表 2 DTMF リレー オプションの組み合せ

Cisco Unity Express 
設定

リモート エンドで 
サポートするオプション

Cisco Unity Express 
への着信 DTMF で 
使用するオプション

Cisco Unity Express 
からの発信 DTMF で
使用するオプション

sub-notify — sub-notify no DTMF

info — no DTMF info

rtp-nte rtp-nte rtp-nte rtp-nte

sip-notify sip-notify sip-notify sip-notify

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

1. 着信通話の場合。発信通話の場合はリモート エンドが rtp-nte か sip-notify のいずれかに決定します。

sip-notify1

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

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

sip-notify、info 未サポート2

2. rtp-nte および sip-notify はサポートしていません。

no DTMF info

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

sip-notify、sub-notify 未サポート 2 sub-notify sub-notify

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

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

sip-notify、rtp-nte、info 未サポート 2 no DTMF info

sip-notify、rtp-nte、
sub-notify

rtp-nte rtp-nte rtp-nte

sip-notify、rtp-nte、
sub-notify

sip-notify sip-notify sip-notify

sip-notify、rtp-nte、
sub-notify

未サポート 2 sub-notify no DTMF

sub-notify、info — sub-notify info

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

rtp-nte、sub-notify 未サポート 2 sub-notify no DTMF

rtp-nte、info rtp-nte rtp-nte rtp-nte

rtp-nte、info 未サポート 2 no DTMF info

sip-notify、rtp-nte、
sub-notify、info

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

sip-notify、rtp-nte、
sub-notify、info

rtp-nte rtp-nte rtp-nte

sip-notify、rtp-nte、
sub-notify、info

未サポート 2 sub-notify info
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例 次の例では、DTMF 信号を処理するためにオプション sip-notify と rtp-nte が設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem sip
se-10-0-0-0(config-sip)# dtmf-relay sip-notify rtp-nte
se-10-0-0-0(config-sip)# end
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0# 

関連コマンド コマンド 説明

ccn subsystem sip SIP 設定モードを開始します。
mwi sip Cisco Unity Express で使用される MWI 通知メカニズムを設定し     

ます。

show ccn sip subscription mwi アクティブな MWI サブスクリプションを表示します。
show ccn subsystem sip DTMF リレー メカニズムを表示します。
transfer-mode Cisco Unity Express で SIP 通話に使用される転送モードを設定し     

ます。
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E
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email domain（network location id）

enable（IMAP）

enable（network location）

enable（VoiceView Express）

enabled（ccn application）

enabled（ccn reporting historical）

enabled（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ

enabled（ccn trigger http）：IVR のみ

enabled（ccn trigger jtapi）

enabled（ccn trigger sip）

erase startup-config
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email domain（network location id）
ボイスメール ロケーションの電子メール ドメインを設定するには、Cisco Unity Express ロケーショ     
ン設定モードで email コマンドを使用します。ロケーションの電子メール ドメインを削除するに   
は、このコマンドの no 形式を使用します。

email domain {name | ip-address}

no email domain {name | ip-address}

シンタックスの説明

デフォルト 電子メール ドメインは設定されていません。

コマンド モード ロケーション設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、ロケーションの電子メール ドメイン名または IP アドレスを設定します。ドメイ   
ン名は、リモート ロケーションに VPIM メッセージを送信するときに追加されます（たとえば、   
「4843000@mycompany.com」）。ドメイン名も IP アドレスも設定しない場合、このロケーションの  

Cisco Unity Express システムはネットワーク メッセージを受信できません。

このコマンドの no 形式を使用すると、指定したロケーションから電子メール ドメインが削除され   
ます。

注意 リモート ネットワーク ロケーションの電子メール ドメインを削除すると、Cisco Unity    
Express モジュールからそのロケーションへのネットワーキングが自動的に無効になりま 
す。  
ローカル ロケーションの電子メール ドメインを削除すると、Cisco Unity Express モジュー     
ルでのネットワーキングは無効になります。 

ロケーションを再び有効にするには、ロケーションに有効な電子メール ドメインを割り 
当てます。

name ロケーションの電子メール ドメイン ホスト名を設定します。
ip-address ロケーションの電子メール ドメイン IP アドレスを設定します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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例 次の例では、ネットワーク ロケーション 9 の電子メール ドメインが 10.12.0.1 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location id 9
se-10-0-0-0(config-location)# email domain 10.12.0.1
se-10-0-0-0(config-location)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定します。
show ccn application CCN アプリケーションの詳細を表示します。
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enable（IMAP）
統合メッセージング（IMAP）機能をシステム全体で有効にするには、Cisco Unity Express IMAP モー    
ドで enable コマンドを使用します。IMAP 機能を無効にするには、このコマンドの no 形式または     
default 形式を使用します。

enable

no enable

default enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト IMAP は無効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express IMAP

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM ではこのコマンドは使用できません。

例 次の例では、IMAP 機能を有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# service imap
se-10-0-0-0(config-imap)# enable

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

groupname IMAP 機能をグループに割り当てます。

session idletimeout（IMAP） セッションを終了するまでの秒数を指定します。

service imap IMAP 設定モードを開始します。
session security セキュリティ接続のタイプを指定します。

show imap configuration 設定された IMAP パラメータを表示します。
show imap sessions アクティブな IMAP セッションを表示します。
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enable（network location）
ネットワーク ロケーションで Cisco Unity Express ボイスメール メッセージの送受信を有効にするに      
は、Cisco Unity Express ロケーション設定モードで enable コマンドを使用します。ロケーションを     
無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

enable

no enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト ネットワーク ロケーションは有効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express ロケーション設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ネットワーク ロケーションは、Cisco Unity Express ボイスメール メッセージを送受信するために、     
デフォルトで有効になっています。ロケーションとの通信を防止するには、no enable コマンドを使  
用します。ネットワーク ロケーションとの通信を再び確立するには、enable コマンドを使用します。

（注） no enable 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       
ベースから消去されることはありません。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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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

関連コマンド コマンド 説明

network location リモート サイトのネットワーク ID を指定します。
show network detail 指定したネットワーク ロケーションの詳細を表示します。
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enable（VoiceView Express）
VoiceView Express 機能を有効にするには、Cisco Unity Express VoiceView Express モードで enable コ        
マンドを使用します。VoiceView Express 機能を無効にするには、このコマンドの no 形式または    
default 形式を使用します。

enable

no enable

default enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト VoiceView Express は有効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express VoiceView Express

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM ではこのコマンドは使用できません。

例 次の例では、VoiceView Express 機能を有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# service voiceview
se-10-0-0-0(config-voiceview)# enable

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

session idletimeout（VoiceView Express） セッションを終了するまでの秒数を指定します。

service voiceview VoiceView Express 設定モードを開始します。
show voiceview configuration 設定されている VoiceView Express パラメータを表示   

します。

show voiceview sessions アクティブな VoiceView Express セッションを表示し   
ます。
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enabled（ccn application）
アプリケーションを起動するには、Cisco Unity Express CCN アプリケーション設定モードで enabled     
コマンドを使用します。アプリケーションを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用しま  
す。

enabled

no enabled

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード CCN アプリケーション設定

コマンド履歴

例 次の例では、autoattendant アプリケーションを有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn application autoattendant
se-10-0-0-0(config-application)# enabled
se-10-0-0-0(config-application)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定します。
show ccn application CCN アプリケーションの詳細を表示します。
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enabled（ccn reporting historical）
Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースを有効にするには、Cisco Unity Express IVR レ        
ポート履歴設定モードで enabled コマンドを使用します。レポート履歴データベースを無効にする  
には、このコマンドの no 形式を使用します。

enabled

no enabled

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト レポート履歴データベースは有効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン レポート履歴データベースはデフォルトで有効になっています。レポート履歴データベースを無効

にすると、通話に関連するイベントはデータベースに保存されません。

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースが無効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)# no enabled
se-10-0-0-0(config-hrdm)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn reporting historical Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの設定内容    
を表示します。
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enabled（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）プロファイルを有      
効にして、スクリプトを実行するためにデータベース手順で使用するには、Cisco Unity Express IVR   
EDBS プロファイル設定モードで enabled コマンドを使用します。データベースを無効にするには、   
このコマンドの no 形式を使用します。

enabled

no enabled

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト EDBS プロファイルは有効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン データベース プロファイルのパラメータを設定した後で enabled コマンドを使用し、スクリプトで   
使用するために Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイルを有効にします。

例 次の例では、コマンドの no 形式によって EDBS プロファイル mydbprofile が無効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem edbs dbprofile mydbprofile
Adding new Database profile
se-10-0-0-0(config-dbprof)# no enabled
se-10-0-0-0(config-dbprof)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ Cisco Unity Express IVR EDBS の設定内容を表示     
します。
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enabled（ccn trigger http）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR の HTTP ベース URL およびアプリケーション トリガーを有効にするには、        
Cisco Unity Express IVR HTTP トリガー設定モードで enabled コマンドを使用します。トリガーを無       
効にして着信 HTTP 要求を処理しないようにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

enabled

no enabled

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト HTTP ベース トリガーは有効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR HTTP トリガー設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン HTTP トリガーのパラメータを設定した後、enabled コマンドを使用して着信 HTTP 要求の処理を開    
始します。

例 次の例では、HTTP ベース トリガー アプリケーションを有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger http urlname myhttpapp
Adding new trigger
se-10-0-0-0(config-trigger)# application myapplication
se-10-0-0-0(config-trigger)# enabled
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn trigger http：IVR のみ トリガーおよびアプリケーションの設定を表示します。設定

された Cisco Unity Express IVR の HTTP ベース トリガーの設        
定を表示するには、show ccn trigger http コマンド オプショ     
ンを使用します。
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enabled（ccn trigger jtapi）
トリガーを起動するには、Cisco Unity Express CCN トリガー設定モードで enabled コマンドを使用      
します。トリガーを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

enabled

no enabled

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード CCN トリガー設定モード

コマンド履歴

例 次の例では、トリガー 1234 を有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger jtapi phonenumber 1234
se-10-0-0-0(config-trigger)# enabled
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn trigger jtapi phonenumber トリガー設定モードを開始します。

show ccn trigger all CCN トリガーの詳細を表示します。
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enabled（ccn trigger sip）
トリガーを起動するには、Cisco Unity Express CCN トリガー設定モードで enabled コマンドを使用      
します。トリガーを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

enabled

no enabled

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード CCN トリガー設定モード

コマンド履歴

例 次の例では、トリガー 1234 を有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger sip phonenumber 1234
se-10-0-0-0(config-trigger)# enabled
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn trigger sip phonenumber トリガー設定モードを開始します。

show ccn trigger all CCN トリガーの詳細を表示します。
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erase startup-config
スタートアップ コンフィギュレーションを消去するには、Cisco Unity Express EXEC モードで erase      
startup-config コマンドを使用します。

erase startup-config

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、スタートアップ コンフィギュレーションがフラッシュ メモリから削除されます。

se-10-0-0-0# erase startup-config

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

write 実行コンフィギュレーション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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F
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fallback-url（Cisco Unified Communications Manager Express のみ）

fax gateway inbound address

fax gateway outbound address

fax print
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fallback-url（Cisco Unified Communications Manager 
Express のみ）

フォールバック認証サーバを設定するには、Cisco Unity Express 電話機認証モードで fallback-url コ     
マンドを使用します。フォールバック サーバの URL を削除するには、このコマンドの no 形式を使     
用します。

fallback-url server-url

no fallback-url

シンタックスの説明

デフォルト サーバは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 電話機認証

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unified Communications Manager が実行されている NM、および AIM では使       
用できません。

Cisco Unified Communications Manager Express（Cisco Unified CME）システムでは、フォールバック      
認証サーバを設定する必要があります。 

Cisco Unity Express では、Cisco Unified CME からの VoiceView Express 認証要求に対応するプライマ         
リ認証サーバを提供します。認証サービスを必要とする電話サービスが Cisco Unified CME にいく    
つか設定されている場合、Cisco Unity Express はこうした認証要求をフォールバック サーバに送信    
します。 

Cisco Unified CME の管理者は、Cisco Unified CME 認証サーバの URL が Cisco Unity Express 認証サー            
バを指していることを確認する必要があります。URL の形式は、 
http://Cisco-Unity-Express-hostname/voiceview/authentication/authenticate.do です。

Cisco Unity Express の管理者は、サードパーティのフォールバック サーバを指すように Cisco Unity      
Express フォールバック認証の URL を設定する必要があります。この URL の形式は 
http://servername/path/filename です。

例 次の例では、Cisco Unity Express にフォールバック認証サーバの URL が設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# service phone-authentication
se-10-0-0-0(config-phone-authentication)# fallback-url 
http://172.16.10.10/auth-server/authenticate.asp
se-10-0-0-0(config-phone-authentication)# end
se-10-0-0-0(config)#end
se-10-0-0-0# 

server-url VoiceView Express 認証用のフォールバック サーバの URL。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

enable（VoiceView Express） VoiceView Express 機能を有効にします。
service voiceview VoiceView Express 設定モードを開始します。
service phone-authentication 電話機認証モードを開始します。

session idletimeout（VoiceView Express） VoiceView Express の無活動タイマーを指定します。
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fax gateway inbound address
受信のファックス ゲートウェイを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで fax gateway      
inbound address コマンドを使用します。この設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用    
します。

fax gateway inbound address {ip-address | hostname}

no fax gateway inbound address {ip-address | hostname}

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ファックス ゲートウェイの IP アドレスまたは DNS ホスト名は設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ファックスの受信に使用するファックス ゲートウェイの IP アドレスまたは DNS ホスト名を指定す     
るには、Cisco Unity Express 設定モードで fax gateway inbound address コマンドを使用します。受        
信のファックス ゲートウェイは、オンランプとも呼ばれます。別の IP アドレスまたはホスト名を   
使用してこのコマンドを再度実行した場合、現在の設定が上書きされます。 

次の場合は、エラー メッセージが表示されます。

 • DNS サーバが設定されていない状態で DNS ホスト名を入力した。

 • 無効な IP アドレスまたは DNS ホスト名を入力した。

例 次の例では、受信のファックス ゲートウェイの IP アドレスが設定されます。

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

関連コマンド

ip-address ファックス ゲートウェイの IP アドレス。
hostname ファックス ゲートウェイの DNS ホスト名。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show fax configuration 受信と発信のファックス ゲートウェイの設定、および 
メールボックスにあるファックスの送信先となるデフォ

ルトのファックス番号を表示します。 
show voicemail fax restriction-table ファックス システムに関連付けられている規制テーブル 

の名前を表示します。
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fax gateway outbound address
発信のファックス ゲートウェイを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで fax gateway      
outbound address コマンドを使用します。この設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使    
用します。

fax gateway outbound address {ip-address | hostname}

no fax gateway outbound address {ip-address | hostname}

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ファックス ゲートウェイの IP アドレスまたは DNS ホスト名は設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ファックスの送信に使用するファックス ゲートウェイの IP アドレスまたは DNS ホスト名を指定す     
るには、Cisco Unity Express 設定モードで fax gateway outbound address コマンドを使用します。発        
信のファックス ゲートウェイは、オフランプとも呼ばれます。別の IP アドレスまたはホスト名を   
使用してこのコマンドを再度実行した場合、現在の設定が上書きされます。 

次の場合は、エラー メッセージが表示されます。

 • DNS サーバが設定されていない状態で DNS ホスト名を入力した。

 • 無効な IP アドレスまたは DNS ホスト名を入力した。

例 次の例では、発信のファックス ゲートウェイの IP アドレスが設定されます。

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

関連コマンド

ip-address ファックス ゲートウェイの IP アドレス。
hostname ファックス ゲートウェイの DNS ホスト名。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show fax configuration 受信と発信のファックス ゲートウェイの設定、および 
メールボックスにあるファックスの送信先となるデフォ

ルトのファックス番号を表示します。 
show voicemail fax restriction-table ファックス システムに関連付けられている規制テーブル 

の名前を表示します。
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fax print
ファックスの出力に使用するシステム レベルのファックス番号を設定するには、Cisco Unity Express   
設定モードで fax print コマンドを使用します。この設定を削除するには、このコマンドの no 形式     
を使用します。

fax print E.164

no fax print E.164

シンタックスの説明

コマンド デフォルト システム レベルのファックス番号は設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ファックスの出力に使用するシステム レベルのファックス番号を設定するには、Cisco Unity Express   
設定モードで fax print コマンドを使用します。このコマンドが正しく実行されると、ユーザはシス   
テムに設定された番号のファックスを出力するオプションを使用できます。 

長さが適切でない内線番号を入力すると、エラー メッセージが表示されます。許容最大長は 15 文   
字です。

例 次の例では、システム レベルのファックス番号が 555-0112 に設定されます。

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

関連コマンド

E.164 システム レベルのファックス番号。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show fax configuration 受信と発信のファックス ゲートウェイの設定、および 
メールボックスにあるファックスの送信先となるデフォ

ルトのファックス番号を表示します。 
show network detail location id 指定した Cisco Unity Express ロケーション ID のネット      

ワーク情報を表示します。

show voicemail fax restriction-table ファックス システムに関連付けられている規制テーブル 
の名前を表示します。
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G
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gateway address（ccn subsystem sip）

gateway port（ccn subsystem sip）

groupname

groupname notification cascade-to after

groupname privilege

groupname profile（phone-device）

groupname profile email

groupname profile num-pager

groupname profile text-pager
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gateway address（ccn subsystem sip）
SIP プロキシ サーバの IP アドレスを設定するには、Cisco Unity Express SIP 設定モードで gateway        
address コマンドを使用します。アドレスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

gateway address ip-address

no gateway address

シンタックスの説明

デフォルト IP アドレス 0.0.0.0

コマンド モード Cisco Unity Express SIP 設定

コマンド履歴

例 次の例では、SIP プロキシ サーバのアドレスが 10.2.34.1 に設定されます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem sip
se-10-0-0-0(config-sip)# gateway address 10.2.34.1
se-10-0-0-0(config-sip)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

ip-address SIP プロキシ サーバの IP アドレス。デフォルト値は 0.0.0.0 です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem sip SIP サブシステムの詳細を表示します。
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gateway port（ccn subsystem sip）
SIP プロキシ サーバの UDP ポートまたは TCP ポートを設定するには、Cisco Unity Express SIP 設定        
モードで gateway port コマンドを使用します。ポートを削除するには、このコマンドの no 形式を     
使用します。

gateway port port-number

no gateway port

シンタックスの説明

デフォルト ポート 5060

コマンド モード Cisco Unity Express SIP 設定

コマンド履歴

例 次の例では、SIP プロキシ サーバのポートが 23 に設定されます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem sip
se-10-0-0-0(config-sip)# gateway port 23
se-10-0-0-0(config-sip)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

port-number SIP プロキシ サーバ上の UDP ポートまたは TCP ポート。デフォルト値は 5060       
です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem sip SIP サブシステムの詳細を表示します。
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groupname
Cisco Unity Express グループを設定するには、Cisco Unity Express EXEC モードまたは設定モードで       
groupname コマンドを使用します。

EXEC モード：

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

設定モード

groupname name [create | member username | owner ownername | phonenumber phone-number | 
phonenumberE164 full-number | privilege privilege-name]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC 
Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

name グループの名前。

create （オプション）他の情報を設定せずにグループを作成します。

delete （オプション）グループを削除します。

description “description” （オプション）グループの説明を指定します。説明は二重引用符

（“”）で囲んで指定する必要があります。
fullname display “full-name” （オプション）他の電話機のディスプレイに表示されるグループ

のログイン ユーザ名を指定します。名前は二重引用符（“”）で 
囲んで入力する必要があります。

member username （オプション）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。username 値が存在しない場合には、このコマンド 
によって他の情報を設定せずに作成されます。

owner ownername （オプション）このグループを所有するユーザを指定します。 
phonenumber phone-number （オプション）このグループに内線番号または電話番号を関連付

けます。

phonenumberE164 full-number （オプション）このグループに完全な電話番号および市外局番を

関連付けます。

privilege privilege-name （オプション）グループに特権を割り当てます。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

2.1 追加の特権として Broadcast、ViewPrivateList、および ManagePublicList  
が使用できるようになりました。

2.3 vm-imap および local-broadcast 特権が NM-CUE および NM-CUE-EC モ       
ジュールで実装されました。
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使用上のガイドライン このコマンドを EXEC モードで使用した場合は、許可された情報が Cisco Unity Express のフラッ      
シュ メモリに保存されます。ディスクに問題が発生してもこの情報を使用できるため、グループ 
メンバーはグループのボイスメールボックスにアクセスすることができます。

このコマンドを設定モードで使用した場合は、設定が Cisco Unity Express システムのコンフィギュ    
レーション ファイルに保存されます。停電やシステムのシャットダウンが発生しても、グループ情 
報は取得できます。

次の特権が使用できます。

 • 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、ViewPrivateList ユーザがそのプライベート 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。 

vm-imap 特権を 1 つ以上のグループに割り当てて、グループ メンバーが統合メッセージング機能に    
アクセスできるようにします。vm-imap 特権を持つグループのメンバーでないユーザは、統合メッ 
セージング機能にアクセスできません。

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。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。

例 次の例では、グループ Sales が作成されます。このグループには 2 人のメンバー、1 人の所有者、お     
よび 2 つの特権が設定されます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# groupname sales fullname display “Sales New York”
se-10-0-0-0# groupname sales description “Sales group in New York branch”
se-10-0-0-0# config t
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 member user4
se-10-0-0-0(config)# groupname sales member user5
se-10-0-0-0(config)# groupname sales owner user6
se-10-0-0-0(config)# groupname sales privilege broadcast
se-10-0-0-0(config)# groupname sales privilege ManagePublicList
se-10-0-0-0(config)# exit

次の例では、統合メッセージング機能が sales グループに割り当てられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# groupname sales privilege vm-imap
se-10-0-0-0(config)# exit
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次の例では、local-broadcast 特権が engineers グループに割り当てられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# groupname engineers privilege local-broadcast
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド コマンド 説明

groupname ボイスメール グループのパラメータを設定します。

maxsessions（IMAP） 同時に使用できる IMAP セッションの最大数を設定します。
service imap IMAP 設定モードを開始します。

session idletimeout（IMAP） IMAP セッションのアイドル タイムアウト値を指定します。
session security IMAP クライアント接続のタイプを設定します。
show group detail groupname 特定のグループの詳細設定を表示します。

show groups 設定されているグループ名のリストを表示します。

show groups privileges 設定されているすべてのグループの特権を表示します。

show imap configuration すべての IMAP 構成パラメータを表示します。
show imap sessions アクティブな IMAP セッションをすべて表示します。
show privileges 使用できる特権のリストを表示します。

show users 設定されているユーザ名のリストを表示します。

username（設定） Cisco Unity Express のユーザを設定します。
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groupname notification cascade-to after
通知のカスケード規則を定義するには、Cisco Unity Express EXEC モードで groupname notification      
cascade-to after コマンドを使用します。規則を削除し、指定したグループへのカスケードを無効に  
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

groupname group-id notification cascade-to uid after minutes

no groupname group-id notification cascade-to uid after minutes

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ユーザ用の通知カスケード規則は定義されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 次の項目を定義するには、Cisco Unity Express 設定モードで groupname notification cascade-to after       
コマンドを使用します。

 • 通知のカスケードを設定するグループ。

 • カスケードされた通知の送信先となるグループ。

 • 通知のカスケードが開始されるまでの時間の長さ。

次の場合は、エラー メッセージが表示されます。

 • 指定されたグループまたはプロファイルがローカル システムに存在しない。

 • グループは存在するが、カスケードするための規則がそのグループにすでに定義されている。

 • グループがメールボックスを持っていない。

 • グループが通知をグループ自体にカスケードするための規則を定義できない。

 • すでにグループの最大数がカスケード用に設定されている。

 • 時間が許容範囲を超えている。

 • 時間は許容範囲内にあるが、その時間に通知をカスケードするための規則がすでに定義されて

いる。 

例 次の例では、10 分経過した後に group22 から group42 に通知をカスケードする規則が定義されます。

se-10-0-0-0# groupname group22 notification cascade-to group42 after 10

group-id 通知のカスケードを設定するグループの ID。
uid カスケードされた通知の送信先となるグループの ID。
minutes 通知のカスケードが開始されるまでの時間の長さ。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

show voicemail notification メッセージ通知の設定を表示します。

show voicemail notification owner cascade 特定グループのメッセージ通知の設定詳細を表示

します。

show voicemail msg-notification 
restriction-table

ユーザ以外へのメッセージ配信機能に関連付けら

れている規制テーブルの情報を表示します。
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groupname privilege
Cisco Unity Express IVR レポートの履歴またはリアルタイム統計情報を表示する特権を割り当てる    
には、グローバル設定モードで groupname コマンドを使用します。指定したグループから履歴レ  
ポートの表示特権を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

groupname group-name privilege {ViewHistoricalReports | ViewRealTime}

no groupname group-name privilege {ViewHistoricalReports | ViewRealTime}

シンタックスの説明

コマンド デフォルト なし

コマンド モード グローバル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco Unity Express IVR リアルタイム統計情報の収集ツールは、連絡先、アプリケーション タスク、     
エンジン タスクなど、主要なワークフロー コンポーネントに関するリアルタイム統計情報を提供  
します。この機能によって、連絡先やアプリケーションごとにリアルタイム統計情報の要約または

詳細を入手できます。リアルタイム統計情報の要約の値には、最後に統計がクリアされてから累積

された情報だけが示されます。要約の累積統計データをクリアするには、手動で GUI インターフェ  
イスを使用するか、日次スケジュールを設定して午前 0 時に自動で実行します。

指定したグループがシステムに存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR 履歴統計情報レポートの表示特権がグループ名 myGroup に割      
り当てられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# groupname myGroup privilege ViewHIstoricalReports
se-10-0-0-0(config)# exit
se-10-0-0-0#

関連コマンド

group-name グループの名前。

ViewHistoricalReports 指定されたグループ名に履歴統計情報レポートの表示特権を割り当て

ます。

ViewRealTime 指定されたグループ名にリアルタイム統計情報の表示特権を割り当て

ます。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show groups privileges 指定されたグループ名の特権を表示します。
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groupname profile（phone-device）
グループの携帯電話にメッセージ通知を設定するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
groupname profile（phone-device） コマンドを使用します。携帯電話に関するパラメータを削除する  
場合、またはパラメータを非アクティブにする場合は、このコマンドの no 形式または default 形式    
を使用します。

groupname group-id profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} 
{enable 
extra-digits digits 
phonenumber phonenumber 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm}

no groupname group-id profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone}  
{enable 
extra-digits digits 
phonenumber phonenumber 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm}

default groupname group-id profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} 
preference {all | urgent}

シンタックスの説明

デフォルト 携帯電話への通知は無効になっています。 

デフォルトのプリファレンスは urgent です。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

group-id 携帯電話を所有するボイスメール グループの ID。
cell-phone | home-phone | 
work-phone

メッセージ通知を受信する電話デバイス。

enable グループのプロファイルに含まれているデバイスを有効にしま

す。

extra-digits digits DTMF 番号として送信される追加の数字。有効な値は、数字の 
0 ～ 9、ポンド（番号）記号（#）、アスタリスク（*）、および 1   
秒間の停止を表すプラス（+）記号です。

phonenumber phonenumber グループの電話機の電話番号。有効な値は、数字の 0 ～ 9 です。
preference {all | urgent} デバイスへのメッセージ通知のタイプを有効にします。all は、 

すべてのボイス メッセージをデバイスに送信します。urgent は、  
緊急メッセージのみをデバイスに送信します。

schedule day day-of-week active 
from hh:mm to hh:mm

デバイスが通知を受信できるタイム スロットを設定します。 
day-of-week の有効な値は 1 ～ 7 で、1 が日曜日、2 が月曜日、3       
以降もそれぞれの曜日を表します。時刻には 24 時間制を使用  
し、1 時間および 30 分を単位にします。hh の有効な値は 00 ～      
24、mm は 00 または 30 のいずれかです。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン システムは、デフォルトの通知プロファイルを vm-notif-profile というファイル名でグループごとに  
1 つ作成します。このファイル名は変更できません。

複数のタイム スロットを設定するには、このコマンドを schedule パラメータを指定して繰り返し   
使用します。このパラメータで変更されるのは、指定したタイム スロットのみです。他のタイム 
スロットの設定は変更されません。 

次の場合は、エラー メッセージが表示されます。

 • システム内にグループが存在しない。

 • グループがメールボックスを持っていない。

 • phonenumber は規制されている番号である。

 • 入力した digits が 64 桁を超えている。

 • 有効な電話番号がデバイスに割り当てられていない。

 • 管理者が、システム全体にわたってメッセージ通知を無効にしている。

 • システム全体の通知プリファレンスが urgent に設定されている場合に、このグループのプリ  
ファレンスを all に設定しようとした。

 • スケジュールの開始時刻が、スケジュールの終了時刻よりも後の時刻になっている。

このコマンドの no 形式または default 形式を使用すると、次のように設定されます。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} enable：デ          
バイスへの通知の送信を無効にします。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} extra-digits：          
デバイスに割り当てられた追加の数字を削除します。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} 
phonenumber：デバイスから電話番号を削除し、自動的にデバイスを無効にします。

 • no（または default）groupname group-id profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone |        
work-phone} preference：通知プリファレンスを urgent に設定します。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} schedule day           
day-of-week active from hh:mm to hh:mm：指定されたタイムスロットでの通知の送信を非アク     
ティブにします。 

例 次の例では、グループ sales の携帯電話が設定されます。

se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile cell-phone phonenumber 
12225550150
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile cell-phone enable
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile cell-phone extra-digits 9
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile cell-phone all
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile cell-phone schedule day 2 active 
from 08:00 to 17:00
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile cell-phone schedule day 3 active 
from 08:00 to 12:00
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile cell-phone schedule day 4 active 
from 13:00 to 16:00
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile cell-phone schedule day 5 active 
from 08:00 to 14:00
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile cell-phone schedule day 6 active 
from 08:00 to 17:00

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

groupname profile email グループの電子メールの通知パラメータを設定します。

groupname profile num-pager グループの数字対応デバイスの通知パラメータを設定します。

groupname profile text-pager グループの文字対応デバイスの通知パラメータを設定します。

show voicemail notification owner 指定したユーザまたはグループのボイスメール通知設定を表示

します。
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groupname profile email
グループの電子メールにメッセージ通知を設定するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
groupname profile email コマンドを使用します。電子メール デバイスに関するパラメータを削除す    
る場合、またはパラメータを非アクティブにする場合は、このコマンドの no 形式または default 形    
式を使用します。

groupname group-id profile vm-notif-profile email  
{address email-address 
attach 
enable 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm 
text email-text}

no groupname group-id profile vm-notif-profile email  
{address email-address 
attach 
enable 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm 
text email-text}

default groupname group-id profile vm-notif-profile email attach

default groupname group-id profile vm-notif-profile email preference {all | urgent}

シンタックスの説明

デフォルト 電子メール通知は無効になっています。 

電子メール添付は無効になっています。 

デフォルトのプリファレンスは urgent です。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

groupname 電子メールを所有するボイスメール グループの ID。
address email-address 発信されるテキスト通知の送信先となる電子メール アドレス。
attach 発信される電子メール通知にボイス メッセージを添付できるよ 

うにします。デフォルトでは無効になっています。

enable グループのプロファイルに含まれているデバイスを有効にしま

す。

preference {all | urgent} デバイスへのメッセージ通知のタイプを有効にします。all は、 
すべてのボイス メッセージをデバイスに送信します。urgent は、  
緊急メッセージのみをデバイスに送信します。

schedule day day-of-week active 
from hh:mm to hh:mm

デバイスが通知を受信できるタイム スロットを設定します。 
day-of-week の有効な値は 1 ～ 7 で、1 が日曜日、2 が月曜日、3       
以降もそれぞれの曜日を表します。時刻には 24 時間制を使用  
し、1 時間および 30 分を単位にします。hh の有効な値は 00 ～      
24、mm は 00 または 30 のいずれかです。

text email-text 発信される電子メール通知に付加するメッセージ テキスト。こ 
のメッセージでは、疑問符（?）を除くすべての英数字を使用で
きます。メッセージの最大長は 128 文字です。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン システムは、デフォルトの通知プロファイルを vm-notif-profile というファイル名でグループごとに  
1 つ作成します。このファイル名は変更できません。

複数のタイム スロットを設定するには、このコマンドを schedule パラメータを指定して繰り返し   
使用します。このパラメータで変更されるのは、指定したタイム スロットのみです。他のタイム 
スロットの設定は変更されません。 

次の場合は、エラー メッセージが表示されます。

 • システム内にグループが存在しない。

 • グループがメールボックスを持っていない。

 • 管理者が、システム全体にわたってメッセージ通知を無効にしている。

 • 管理者が、システム全体にわたって電子メール添付を無効にしている。

 • 電子メール アドレスを定義する前に電子メールが有効になっている。

 • 電子メールが有効になっていて、SMTP サーバが設定されていない。

 • システム全体の通知プリファレンスが urgent に設定されている場合に、このグループのプリ  
ファレンスを all に設定しようとした。

 • スケジュールの開始時刻が、スケジュールの終了時刻よりも後の時刻になっている。

 • 電子メールのテキストに疑問符（?）が含まれている。

 • 電子メールのテキストが 128 文字を超えている。

このコマンドの no 形式または default 形式を使用すると、次のように設定されます。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile email enable：デバイスへの通知の送信を無効にし      
ます。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile email address email-address：デバイスに割り当て       
られた電子メール アドレスを削除し、自動的にデバイスを無効にします。

 • no（または default）groupname group-id profile vm-notif-profile email attach：このデバイスで発      
信される電子メール通知にボイス メッセージを添付できないようにします。

 • no（または default）groupname group-id profile vm-notif-profile email preference：通知プリファ      
レンスを urgent に設定します。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile email schedule day day-of-week active from hh:mm to            
hh:mm：指定されたタイムスロットでの通知の送信を非アクティブにします。 

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile email text ：このデバイスに関連付けられたテキス       
トを削除します。

例 次の例では、グループ sales の携帯電話が設定されます。

se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile email address group1@company.com
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile email enable
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile email attach
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile email all
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile email schedule day 3 active from 
08:00 to 10:00
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile email text “Sales meeting 
scheduled in main office conference room C 1:00-3:00 p.m. 4/19/06”

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

groupname profile（phone-device） グループの携帯電話の通知パラメータを設定します。

groupname profile num-pager グループの数字対応デバイスの通知パラメータを設定します。

groupname profile text-pager グループの文字対応デバイスの通知パラメータを設定します。

show voicemail notification owner 指定したユーザまたはグループのボイスメール通知設定を表

示します。
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groupname profile num-pager
グループの数字対応デバイスにメッセージ通知を設定するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
groupname profile num-pager コマンドを使用します。数字対応デバイスに関するパラメータを削除   
する場合、またはパラメータを非アクティブにする場合は、このコマンドの no 形式または default   
形式を使用します。

groupname group-id profile vm-notif-profile num-pager  
{enable 
extra-digits digits 
phonenumber phonenumber 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm}

no groupname group-id profile vm-notif-profile num-pager  
{enable 
extra-digits digits 
phonenumber phonenumber 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm}

default groupname group-id profile vm-notif-profile num-pager preference {all | urgent}

シンタックスの説明

デフォルト 数字対応デバイスへの通知は無効になっています。 

デフォルトのプリファレンスは urgent です。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

group-id 数字対応デバイスを所有するボイスメール グループの ID。
enable グループのプロファイルに含まれているデバイスを有効にしま

す。

extra-digits digits DTMF 番号として送信される追加の数字。有効な値は、数字の 
0 ～ 9、ポンド（番号）記号（#）、アスタリスク（*）、および 1   
秒間の停止を表すプラス（+）記号です。

phonenumber phonenumber グループの数字対応デバイスの電話番号。有効な値は、数字の

0 ～ 9 です。
preference {all | urgent} デバイスへのメッセージ通知のタイプを有効にします。all は、 

すべてのボイス メッセージをデバイスに送信します。urgent は、  
緊急メッセージのみをデバイスに送信します。

schedule day day-of-week active 
from hh:mm to hh:mm

デバイスが通知を受信できるタイム スロットを設定します。 
day-of-week の有効な値は 1 ～ 7 で、1 が日曜日、2 が月曜日、3       
以降もそれぞれの曜日を表します。時刻には 24 時間制を使用  
し、1 時間および 30 分を単位にします。hh の有効な値は 00 ～      
24、mm は 00 または 30 のいずれかです。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン システムは、デフォルトの通知プロファイルを vm-notif-profile というファイル名でグループごとに  
1 つ作成します。このファイル名は変更できません。

複数のタイム スロットを設定するには、このコマンドを schedule パラメータを指定して繰り返し   
使用します。このパラメータで変更されるのは、指定したタイム スロットのみです。他のタイム 
スロットの設定は変更されません。 

次の場合は、エラー メッセージが表示されます。

 • システム内にグループが存在しない。

 • グループがメールボックスを持っていない。

 • phonenumber は規制されている番号である。

 • 入力した digits が 64 桁を超えている。

 • 有効な電話番号がデバイスに割り当てられていない。

 • 管理者が、システム全体にわたってメッセージ通知を無効にしている。

 • システム全体の通知プリファレンスが urgent に設定されている場合に、このグループのプリ  
ファレンスを all に設定しようとした。

 • スケジュールの開始時刻が、スケジュールの終了時刻よりも後の時刻になっている。

このコマンドの no 形式または default 形式を使用すると、次のように設定されます。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile num-pager enable：デバイスへの通知の送信を無      
効にします。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile num-pager extra-digits：デバイスに割り当てられ      
た追加の数字を削除します。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile num-pager phonenumber：デバイスから電話番号      
を削除し、自動的にデバイスを無効にします。

 • no（または default）groupname group-id profile vm-notif-profile num-pager preference：通知プリ      
ファレンスを urgent に設定します。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile num-pager schedule day day-of-week active from          
hh:mm to hh:mm：指定されたタイムスロットでの通知の送信を非アクティブにします。 

例 次の例では、グループ sales の携帯電話が設定されます。

se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile num-pager phonenumber 
12225550150
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile num-pager enable
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile num-pager extra-digits 9
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile num-pager all
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile num-pager schedule day 2 active 
from 08:00 to 17:00
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile num-pager schedule day 3 active 
from 08:00 to 12:00
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile num-pager schedule day 4 active 
from 13:00 to 16:00
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile num-pager schedule day 5 active 
from 08:00 to 14:00
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile num-pager schedule day 6 active 
from 08:00 to 17:00
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関連コマンド コマンド 説明

groupname profile（phone-device） グループの携帯電話の通知パラメータを設定します。

groupname profile email グループの電子メールの通知パラメータを設定します。

groupname profile text-pager グループの文字対応デバイスの通知パラメータを設定します。

show voicemail notification owner 指定したユーザまたはグループのボイスメール通知設定を表

示します。
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groupname profile text-pager
グループの文字対応デバイスにメッセージ通知を設定するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
groupname profile text-pager コマンドを使用します。文字対応デバイスに関するパラメータを削除   
する場合、またはパラメータを非アクティブにする場合は、このコマンドの no 形式または default   
形式を使用します。

groupname group-id profile vm-notif-profile text-pager  
{address email-address 
enable 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm 
text email-text}

no groupname group-id profile vm-notif-profile text-pager  
{address email-address 
enable 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm 
text message-text}

default groupname group-id profile vm-notif-profile text-pager preference {all | urgent}

シンタックスの説明

デフォルト 文字対応デバイスへの通知は無効になっています。 

デフォルトのプリファレンスは urgent です。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

group-id 文字対応デバイスを所有するボイスメール グループの ID。
address email-address 発信されるテキスト通知の送信先となる電子メール アドレ 

ス。

enable グループのプロファイルに含まれているデバイスを有効にし

ます。

preference {all | urgent} デバイスへのメッセージ通知のタイプを有効にします。all は、 
すべてのボイス メッセージをデバイスに送信します。urgent 
は、緊急メッセージのみをデバイスに送信します。

schedule day day-of-week active 
from hh:mm to hh:mm

デバイスが通知を受信できるタイム スロットを設定します。 
day-of-week の有効な値は 1 ～ 7 で、1 が日曜日、2 が月曜日、       
3 以降もそれぞれの曜日を表します。時刻には 24 時間制を使   
用し、1 時間および 30 分を単位にします。hh の有効な値は 00     
～ 24、mm は 00 または 30 のいずれかです。

text message-text 発信される文字対応デバイス通知に付加するメッセージ テキ 
スト。このメッセージでは、疑問符（?）を除くすべての英数
字を使用できます。メッセージの最大長は 128 文字です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン システムは、デフォルトの通知プロファイルを vm-notif-profile というファイル名でグループごとに  
1 つ作成します。このファイル名は変更できません。

複数のタイム スロットを設定するには、このコマンドを schedule パラメータを指定して繰り返し   
使用します。このパラメータで変更されるのは、指定したタイム スロットのみです。他のタイム 
スロットの設定は変更されません。 

次の場合は、エラー メッセージが表示されます。

 • システム内にグループが存在しない。

 • グループがメールボックスを持っていない。

 • 管理者が、システム全体にわたってメッセージ通知を無効にしている。

 • 電子メール アドレスを定義する前に文字対応デバイスが有効になっている。

 • 文字対応デバイスが有効になっていて、SMTP サーバが設定されていない。

 • システム全体の通知プリファレンスが urgent に設定されている場合に、このグループのプリ  
ファレンスを all に設定しようとした。

 • スケジュールの開始時刻が、スケジュールの終了時刻よりも後の時刻になっている。

 • メッセージのテキストに疑問符（?）が含まれている。

 • メッセージのテキストが 128 文字を超えている。

このコマンドの no 形式または default 形式を使用すると、次のように設定されます。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile text-pager enable：デバイスへの通知の送信を無効      
にします。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile text-pager address email-address：デバイスに割り       
当てられた電子メール アドレスを削除し、自動的にデバイスを無効にします。

 • no（または default）groupname group-id profile vm-notif-profile text-pager preference：通知プリ      
ファレンスを urgent に設定します。

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile text-pager schedule day day-of-week active from          
hh:mm to hh:mm：指定されたタイムスロットでの通知の送信を非アクティブにします。 

 • no groupname group-id profile vm-notif-profile text-pager text：このデバイスに関連付けられたテ      
キストを削除します。

例 次の例では、グループ sales の携帯電話が設定されます。

se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile text-pager address 
sales@company.com
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile text-pager enable
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile text-pager all
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile text-pager schedule day 3 active 
from 08:00 to 10:00
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile text-pager text “Sales meeting 
scheduled in main office conference room C 1:00-3:00 p.m. 4/19/06”

関連コマンド コマンド 説明

groupname profile（phone-device） グループの携帯電話の通知パラメータを設定します。

groupname profile email グループの電子メールの通知パラメータを設定します。

groupname profile num-pager グループの数字対応デバイスの通知パラメータを設定します。

show voicemail notification owner 指定したユーザまたはグループのボイスメール通知設定を表

示します。
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hostname
Cisco Unity Express アプリケーションのホスト名を設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで      
hostname コマンドを使用します。ホスト名をデフォルトのホスト名に変更するには、このコマン 
ドの no 形式を使用します。

hostname hostname

no hostname hostname

シンタックスの説明

デフォルト Cisco Unity Express モジュールの IP アドレス

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン hostname 値は Cisco Unity Express モジュールを識別します。デフォルト値は、モジュールの IP アド       
レスです。 

Cisco Unity Express は hostname 値をモジュールのプロンプトで使用します。

例 次の例では、IP アドレス 10.0.0.0 のモジュールのホスト名が mybranch に変更され、次にデフォル     
トのホスト名が復元されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# hostname mybranch
mybranch(config)# no hostname mybranch
se-10-0-0-0(config)# 

関連コマンド

hostname ホスト システムの名前。ドメイン名は含めないでください。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ip domain-name DNS ドメイン名を指定します。
ip name-server DNS サーバ名を指定します。
ntp server NTP クロック同期化サーバを指定します。
show hosts 設定されているすべてのホストを表示します。
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idletimeout（ccn trigger http）：IVR のみ

idletimeout（ccn trigger jtapi）

idletimeout（ccn trigger sip）

ip domain-name

ip name-server
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idletimeout（ccn trigger http）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR の HTTP トリガー イベントの HTTP 要求を廃棄するまで待機する時間（ミ        
リ秒）を指定するには、Cisco Unity Express IVR HTTP トリガー設定モードで idletimeout コマンド       
を使用します。タイムアウト値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

idletimeout milliseconds

no idletimeout milliseconds

シンタックスの説明

コマンド デフォルト HTTP 要求を廃棄するまでのデフォルト待機時間は 10,000 ミリ秒です。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR HTTP トリガー設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ccn trigger http コマンドが正しく実行された後、idletimeout コマンドを使用してトリガーのアイド    
ル タイムアウト値（ミリ秒）を設定します。アイドル タイムアウト値とは、サブシステムが HTTP   
要求を廃棄するまで待機する時間です。このコマンドの default 形式を使用すると、アイドル タイ   
ムアウト値が 10000 に設定されます。

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR の HTTP トリガーのアイドル タイムアウトが 15,000 ミリ秒         
（15 秒）に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger http urlname myhttpapp
Adding new trigger
se-10-0-0-0(config-trigger)# idletimeout 15000
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

milliseconds Cisco Unity Express IVR の HTTP トリガー イベントの HTTP 要求を廃棄する         
まで待機する時間（ミリ秒）。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn trigger http：IVR のみ トリガーおよびアプリケーションの設定を表示します。

Cisco Unity Express IVR の HTTP ベース トリガーの設定を表示       
するには、show ccn trigger http コマンド オプションを使用し     
ます。
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idletimeout（ccn trigger jtapi）
発信者の応答を待機し、通話を切断するまでの時間（ミリ秒）を指定するには、Cisco Unity Express  
CCN トリガー設定モードで idletimeout コマンドを使用します。タイムアウト値を削除するには、   
このコマンドの no 形式を使用します。

idletimeout milliseconds

no idletimeout milliseconds

シンタックスの説明

デフォルト 10,000 ミリ秒

コマンド モード CCN トリガー設定

コマンド履歴

例 次の例では、アイドル タイムアウトが 15,000 ミリ秒（15 秒）に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger jtapi phonenumber 1234
se-10-0-0-0(config-trigger)# idletimeout 15000
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

milliseconds 発信者の応答を待機し、通話を切断するまでの時間（ミリ秒）。デフォルトは

10,000 ミリ秒です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn trigger jtapi phonenumber トリガー設定モードを開始します。

show ccn trigger all CCN トリガーの詳細を表示します。
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idletimeout（ccn trigger sip）
発信者の応答を待機し、通話を切断するまでの時間（ミリ秒）を指定するには、Cisco Unity Express  
CCN トリガー設定モードで idletimeout コマンドを使用します。タイムアウト値を削除するには、   
このコマンドの no 形式を使用します。

idletimeout milliseconds

no idletimeout milliseconds

シンタックスの説明

デフォルト 10,000 ミリ秒

コマンド モード CCN トリガー設定

コマンド履歴

例 次の例では、アイドル タイムアウトが 15,000 ミリ秒（15 秒）に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger sip phonenumber 1234
se-10-0-0-0(config-trigger)# idletimeout 15000
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)#

関連コマンド

milliseconds 発信者の応答を待機し、通話を切断するまでの時間（ミリ秒）。デフォルト値

は 10,000 ミリ秒です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn trigger sip phonenumber トリガー設定モードを開始します。

show ccn trigger all CCN トリガーの詳細を表示します。
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ip domain-name
Domain Name Server（DNS; ドメイン ネーム サーバ）のドメイン名を設定するには、Cisco Unity      
Express 設定モードで ip domain-name コマンドを使用します。ドメイ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。

ip domain-name dns-server-domain-name

no ip domain-name 

シンタックスの説明

デフォルト ドメイン名は設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン DNS サーバを設定するには、このコマンドと ip name-server コマンドを使用します。

例 次の例では、ドメイン名が mycompany.com に変更されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ip domain-name mycompany.com
se-10-0-0-0(config)# ip name-server 10.0.61.1

関連コマンド

dns-server-domain-name DNS サーバのドメイン名。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

hostname Cisco Unity Express アプリケーションが導入されているサーバを指定   
します。

ip name-server DNS サーバ名を指定します。
ntp server NTP クロック同期化サーバを指定します。
show hosts 設定されているすべてのホストを表示します。

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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ip name-server
ドメイン ネーム サーバ（DNS）の IP アドレスを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで       
ip name-server コマンドを使用します。ネーム サーバを削除するには、このコマンドの no 形式を     
使用します。

ip name-server ip-address [ip-address] [ip-address] [ip-address] 

no ip name-server ip-address

シンタックスの説明

デフォルト ネーム サーバは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン DNS サーバは 4 台まで設定できます。DNS サーバを設定するには、このコマンドと ip domain-name      
コマンドを使用します。

例 次の例では、IP ネーム サーバが 10.3.61.16 に変更されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ip name-server 10.3.61.16
se-10-0-0-0(config)# ip domain-name mycompany.com

関連コマンド

ip-address DNS サーバの IP アドレス。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

hostname Cisco Unity Express アプリケーションが導入されているサーバを指定   
します。

ip domain-name DNS ドメイン名を指定します。
ntp server NTP クロック同期化サーバを指定します。
show hosts 設定されているすべてのホストを表示します。

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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list name

list number delete

list number description

list number member

list number owner

locale（ccn trigger http）：IVR のみ

locale（ccn trigger jtapi）

locale（ccn trigger sip）

log console

log console monitor

log server

log trace boot

log trace buffer save
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list name
パブリック同報リストを作成するには、Cisco Unity Express 設定モードで list name コマンドを使用      
します。このコマンドには no 形式はありません。

list name list-name number list-number create

シンタックスの説明

デフォルト システムの全ユーザを含む、番号が 9999の everyone リストが作成されます。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 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。

最大 15 のパブリック リストがサポートされます。 

リスト番号は、ユーザまたは General Delivery Mailbox（GDM; 共用メールボックス）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。

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。

（注） プライベート同報リストを作成および管理するには、グラフィカル ユーザ インターフェイ  
ス（GUI）または電話ユーザ インターフェイス（TUI）を使用します。

例 次の例では、名前が designers で、番号が 12 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 designers number 12 create
se-10-0-0-0(config)# exit

list-name リストの名前。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。 

number list-number リストの番号。有効となるパブリック リスト番号は、最大 15 桁です。 
create リストをアクティブにします。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

list number delete パブリック同報リストをローカル システムから削除します。
list number description パブリック同報リストに説明を割り当てます。

list number member パブリック同報リストにメンバーを割り当てます。

list number owner パブリック同報リストに所有者を割り当てます。

show lists システム上のパブリック リストをすべて表示します。
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list number delete
ローカル システムからパブリック同報リストを削除するには、Cisco Unity Express 設定モードで list     
number delete コマンドを使用します。このコマンドには no 形式はありません。

list number list-number delete

シンタックスの説明

デフォルト 削除されるリスト番号はありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 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。

ローカル ユーザまたは管理者は、リモート サイトのパブリック同報リストを削除できません。

（注） プライベート同報リストを作成および管理するには、グラフィカル ユーザ インターフェイ  
ス（GUI）または電話ユーザ インターフェイス（TUI）を使用します。

例 次の例では、リスト番号 35 が削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# list number 35 delete
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

list-number リストの番号。有効となるパブリック リスト番号は、最大 15 桁です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

list name パブリック同報リストを作成します。

list number description パブリック同報リストに説明を割り当てます。

list number member パブリック同報リストにメンバーを割り当てます。

list number owner パブリック同報リストに所有者を割り当てます。

show lists システム上のパブリック リストをすべて表示します。
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list number description
パブリック同報リストに説明を追加するには、Cisco Unity Express 設定モードで list number     
description コマンドを使用します。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。

list number list-number description description 

no list number list-number description description

シンタックスの説明

デフォルト 説明は定義されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 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。

（注） プライベート同報リストを作成および管理するには、グラフィカル ユーザ インターフェイ  
ス（GUI）または電話ユーザ インターフェイス（TUI）を使用します。

例 次の例では、リスト番号 35 に説明が割り当てられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# list number 35 description “SJC Engineers”
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

list-number リストの番号。有効となるパブリック リスト番号は、最大 15 桁です。 
description テキストによるリストの説明。テキストが 2 語以上になる場合は、二重引用  

符（“ ”）で囲みます。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

list name パブリック同報リストを作成します。

list number delete パブリック同報リストをローカル システムから削除します。
list number member パブリック同報リストにメンバーを割り当てます。

list number owner パブリック同報リストに所有者を割り当てます。

show lists システム上のパブリック リストをすべて表示します。
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list number member
パブリック同報リストにメンバーを追加するには、Cisco Unity Express 設定モードで list number     
member コマンドを使用します。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。

list number list-number member {member-name | extension}  
type {group | user | gdm | list | remote | blind}

no list number list-number member {member-name | extension}  
type {group | user | gdm | list | remote | blind}

シンタックスの説明

デフォルト リスト メンバーは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン メンバー名または内線番号が存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。また、パブ 
リック リストにメンバーが含まれていることが、システムによって確認されます。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。

パブリック リストのメンバーの最大数は、1 システムあたり 1000 です。新しいメンバーを追加す    
ると最大数を超える場合は、エラー メッセージが表示されます。

list-number リストの番号。有効となるパブリック リスト番号は、最大 15 桁です。 
member-name 追加するメンバーの名前。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

 • 共用メールボックス（GDM）名

 • ボイスメールボックスの内線番号（ブラインド アドレス）

 • 別のパブリック同報リストのメンバー

 • 別のパブリック同報リスト名

extension 追加するメンバーの内線番号。

type メンバーのカテゴリ。有効となる値は、次のとおりです。

 • group：メンバーはグループ

 • user：メンバーはローカル ユーザ

 • gdm：メンバーは共用メールボックス

 • list：メンバーはパブリック同報リストのメンバー

 • remote：メンバーはリモート ユーザ

 • blind：メンバーはボイスメールボックスの内線番号（ブラインド アドレ 
ス）

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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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。

プライベート リストをパブリック リストのメンバーにすることはできません。

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 アドレスを使用するには、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。

（注） プライベート同報リストを作成および管理するには、グラフィカル ユーザ インターフェイ  
ス（GUI）または電話ユーザ インターフェイス（TUI）を使用します。

例 次の例では、リスト番号 35 にメンバーが割り当てられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# list number 35 member user2 type user
se-10-0-0-0(config)# list number 35 member user7 type user
se-10-0-0-0(config)# list number 35 member supervisors type group
se-10-0-0-0(config)# list number 35 member sales type gdm
se-10-0-0-0(config)# list number 35 member project3 type list
se-10-0-0-0(config)# list number 35 member user4 type remote
se-10-0-0-0(config)# list number 35 member nyc72222 type blind
se-10-0-0-0(config)# exit

次の例では、リスト番号 35 からメンバーが削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no list number 35 member user2 type user
se-10-0-0-0(config)# no list number 35 member sales type gdm
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド コマンド 説明

list name パブリック同報リストを作成します。

list number delete パブリック同報リストをローカル システムから削除します。
list number description パブリック同報リストに説明を割り当てます。

list number owner パブリック同報リストに所有者を割り当てます。

show lists システム上のパブリック リストをすべて表示します。
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list number owner
パブリック同報リストに所有者を割り当てるには、Cisco Unity Express 設定モードで list number     
owner コマンドを使用します。リスト所有者を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

list number list-number owner owner-ID

no list number list-number owner owner-ID

シンタックスの説明

デフォルト リスト番号またはリスト所有者は設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン リスト所有者には、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。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。デフォルトの everyone リストに  
所有者を割り当てることはできません。

リスト所有者は、リストのメンバーを編集および削除できます。また、リストに他の所有者を割り

当てることもできます。

リスト番号またはリスト所有者が存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。

1 システムあたりの所有者の最大数は 50 です。新しい所有者 ID を追加するとリスト所有者の最大     
数を超える場合は、エラー メッセージが表示されます。

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。

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。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。

（注） プライベート同報リストを作成および管理するには、グラフィカル ユーザ インターフェイ  
ス（GUI）または電話ユーザ インターフェイス（TUI）を使用します。

例 次の例では、リスト番号 35 の所有者として user2 が割り当てられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# list number 35 owner user2
se-10-0-0-0(config)# exit

list-number リストの番号。有効となるパブリック リスト番号は、最大 15 桁です。
owner-ID リスト所有者の名前。 

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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次の例では、リスト 35 の所有者が削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no list number 35 owner user2
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド コマンド 説明

list name パブリック同報リストを作成します。

list number delete パブリック同報リストをローカル システムから削除します。
list number description パブリック同報リストに説明を割り当てます。

list number member パブリック同報リストにメンバーを割り当てます。

show lists システム上のパブリック リストをすべて表示します。
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locale（ccn trigger http）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR HTTP ベースのトリガーがアクティブになっているときに、発信者に再生す     
るプロンプトで使用する言語を指定するには、Cisco Unity Express IVR HTTP トリガー設定モードで     
locale コマンドを使用します。言語を systemDefault に設定するには、このコマンドの no 形式を使     
用します。

locale xx_YY

no locale

シンタックスの説明

コマンド デフォルト デフォルトのロケールは systemDefault です。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR HTTP トリガー設定

コマンド履歴

例 次の例では、トリガーの言語がアメリカ英語に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger http urlname myhttpapp
Adding new trigger
se-10-0-0-0(config-trigger)# locale en_US
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

次の例では、トリガーの言語がデフォルト（systemDefault）に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger http urlname myhttpapp
Adding new trigger
se-10-0-0-0(config-trigger)# no locale
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

xx_YY 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。Cisco Unity 
Express IVR は複数の言語をサポートしていますが、システム上のすべてのト  
リガーで使用できる言語は 1 つのみです。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn trigger http：IVR のみ トリガーおよびアプリケーションの設定を表示します。

Cisco Unity Express IVR の HTTP ベース トリガーの設定を表示       
するには、show ccn trigger http コマンド オプションを使用し     
ます。
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locale（ccn trigger jtapi）
JTAPI トリガーがアクティブになっているときに、発信者に再生するプロンプトで使用する言語を 
指定するには、Cisco Unity Express CCN トリガー設定モードで locale コマンドを使用します。言語      
をシステムのデフォルトに設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

locale xx_YY

no locale

シンタックスの説明

デフォルト アメリカ英語

コマンド モード CCN トリガー設定

コマンド履歴

例 次の例では、トリガーの言語がフランス語に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger jtapi phonenumber 1234
se-10-0-0-0(config-trigger)# locale fr_FR
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

xx_YY 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。Cisco Unity 
Express は複数の言語をサポートしていますが、システム上のすべてのトリ 
ガーで使用できる言語は 1 つのみです。現在サポートされている言語のリス  
トについては、『Release Notes for Cisco Unity Express 2.3』を参照してください。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn trigger jtapi phonenumber トリガー設定モードを開始します。

show ccn trigger all CCN トリガーの詳細を表示します。
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locale（ccn trigger sip）
SIP トリガーがアクティブになっているときに、発信者に再生する SIP システム プロンプトで使用    
する言語を指定するには、Cisco Unity Express CCN トリガー設定モードで locale コマンドを使用し      
ます。言語をシステムのデフォルトに設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

locale xx_YY

no locale

シンタックスの説明

デフォルト アメリカ英語

コマンド モード CCN トリガー設定

コマンド履歴

例 次の例では、トリガーの言語がフランス語に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger sip phonenumber 1234
se-10-0-0-0(config-trigger)# locale fr_FR
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

xx_YY 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。Cisco Unity 
Express は複数の言語をサポートしていますが、システム上のすべてのトリ 
ガーで使用できる言語は 1 つのみです。現在サポートされている言語のリス  
トについては、『Release Notes for Cisco Unity Express 2.3』を参照してください。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn trigger sip phonenumber トリガー設定モードを開始します。

show ccn trigger all CCN トリガーの詳細を表示します。
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log console
コンソールに表示するメッセージの種類を設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで log    
console コマンドを使用します。メッセージが表示されない状態にするには、このコマンドの no 形   
式を使用します。

log console {errors | info | warning}

no log console {errors | info | warning}

注意 このコマンドを使用すると多くの画面メッセージが生成され、メッセージの表示をオフにするまで

画面が下方向にスクロールされます。表示をオフにするためのプロンプトは、見えにくい場合があ

ります。Ctrl+C の押下は、このコマンドでは機能しません。

シンタックスの説明

デフォルト 致命的なエラー メッセージのみが表示されます。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンソール画面のメッセージは、messages.log ファイルにも保存されます。これらのメッセージは、 
デバッグに利用することができます。

例 次の例では、コンソールにエラー メッセージが表示されるように設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# log console errors
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

errors エラー メッセージ。
info 情報メッセージ。

warning 警告メッセージ。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show logging コンソールに表示されるメッセージのタイプを表示します。
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log console monitor
コンソールにシステム メッセージを表示するには、Cisco Unity Express 設定モードで log console      
monitor コマンドを使用します。メッセージが表示されない状態にするには、このコマンドの no 形   
式を使用します。

log console monitor {module | entity | activity}

no log console monitor {module | entity | activity}

注意 このコマンドを使用すると多くの画面メッセージが生成され、メッセージの表示をオフにするまで

画面が下方向にスクロールされます。表示をオフにするためのプロンプトは、見えにくい場合があ

ります。Ctrl+C の押下は、このコマンドでは機能しません。

シンタックスの説明

デフォルト 致命的なエラー メッセージのみが表示されます。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンソール モニタのメッセージは、messages.log ファイルにも保存されます。これらのメッセージ  
は、デバッグに利用することができます。

例 次の例では、ネットワーキング モジュールのデータベース エンティティの結果に関するメッセー  
ジが表示されます。

se-10-0-0-0# log console monitor networking database results

関連コマンド

module Cisco Unity Express のモジュール。
entity Cisco Unity Express のモジュール エンティティ。
activity Cisco Unity Express のエンティティ アクション。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show logging コンソールに表示されるメッセージのタイプを表示します。
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log server
ログ メッセージを保存するように外部サーバを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで log     
server コマンドを使用します。ログ サーバを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

log server address {ip-address | hostname}

no log server address {ip-address | hostname}

シンタックスの説明

デフォルト 外部ログ サーバは設定されていません。ログ メッセージの保存には、ローカル ハード ディスクが    
使用されます。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 外部ログ サーバには、Cisco Unity Express モジュールがあるルータのハード ディスクに保存される     
messages.log ファイルのコピーが保存されます。サーバにファイルをコピーすることによって、シ 
ステム メッセージの表示、印刷、トラブルシューティングを柔軟に行うことができます。

例 次の例では、外部ログ サーバとして 10.1.61.16 が割り当てられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# log server address 10.1.61.16
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

address ip-address 外部ログ サーバの IP アドレス。
address hostname 外部ログ サーバのホスト名。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

hostname Cisco Unity Express アプリケーションが導入されているサーバを指定   
します。

ntp server NTP クロック同期化サーバを指定します。
show hosts 設定されているすべてのホストを表示します。

show running-config ログ サーバを設定の一部として表示します。
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log trace boot
再起動時にトレース設定を保存するには、Cisco Unity Express EXEC モードで log trace boot コマン        
ドを使用します。

log trace boot 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン トレースは CPU を集中的に使用するため、現在のトレース設定は再起動時に失われます。CUE モ   
ジュールの再起動時に現在のトレース設定を保存するには、log trace boot コマンドを使用します。

例 次の例は、log trace boot コマンドの使用方法を示しています。

se-10-0-0-0# log trace boot

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.1 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュール（NM）、    
拡張統合モジュール（AIM）、および Cisco Unified Communications   
Manager Express 3.3(3) で導入されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show trace トレースの対象になっているモジュールおよびエンティティを表示します。
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log trace buffer save
現在のトレース情報を保存するには、Cisco Unity Express EXEC モードで log trace buffer save コマ        
ンドを使用します。ログ トレースをオフにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

log trace buffer save

no log trace buffer 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン メモリ バッファに保存されている現在のトレース情報をファイルに保存できます。log trace buffer   
save コマンドで作成されるファイルは、atrace_save.log です。

例 次の例は、log trace buffer save コマンドの使用方法を示しています。

se-10-0-0-0# log trace buffer save

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.1 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュール（NM）、    
拡張統合モジュール（AIM）、および Cisco Unified Communications   
Manager Express 3.3(3) で導入されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show logs トレース ログのリストを表示します。
show trace buffer トレースの対象になっているモジュールおよびエンティティを表示し

ます。
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maxactive（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）に対して同時にア      
クティブにできる接続の最大数を指定するには、Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定     
モードで maxactive コマンドを使用します。アクティブな接続の最大数を 0 に設定するには、この    
コマンドの no 形式を使用します。

maxactive number

no maxactive number

シンタックスの説明

コマンド デフォルト 同時にアクティブにできる接続のデフォルトの最大数は、ライセンスで許可されている

Cisco Unity Express IVR セッション数の 2 倍です。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ccn subsystem edbs profile コマンドが正常に実行された後、maxactive コマンドを使用して、     
Cisco Unity Express IVR EDBS に対して同時にアクティブにできる接続の最大数を指定します。上限     
に達してから作成された接続要求は、接続に失敗します。指定できる最大値は、ライセンスで許可

されている最大 Cisco Unity Express IVR セッション数の 2 倍で、この値はデフォルト値でもありま       
す。

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR EDBS に対して同時にアクティブにできる接続の最大数が 8 に       
設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem edbs dbprofile mydbprofile
Adding new Database profile
se-10-0-0-0(config-dbprof)# maxactive 8
se-10-0-0-0(config-dbprof)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

number 外部データベースに対して同時にアクティブにできる接続の最大数。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ Cisco Unity Express IVR EDBS のプロファイル設     
定を表示します。
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maxsessions（ccn application）
アプリケーションに同時にアクセスできる最大ユーザ数を指定するには、Cisco Unity Express アプ   
リケーション設定モードで maxsessions コマンドを使用します。数を 0 に設定するには、このコマ    
ンドの no 形式を使用します。

maxsessions number

no maxsessions

シンタックスの説明

コマンド モード アプリケーション設定

コマンド履歴

例 次の例では、autoattendant アプリケーションに同時にアクセスできるユーザの最大数が 12 に設定さ   
れます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn application autoattendant
se-10-0-0-0(config-application)# maxsessions 12
se-10-0-0-0(config-application)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

number 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。この最大数は、

アプリケーションのご購入済みポート数によって決まります。デフォルト値

は、ライセンスで許可されているポート数です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定します。
show ccn application CCN アプリケーションの詳細を表示します。
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maxsessions（ccn trigger http）：IVR のみ
同時に着信する Cisco Unity Express IVR HTTP ベース セッションの最大数を設定するには、Cisco       
Unity Express IVR HTTP トリガー設定モードで maxsessions コマンドを使用します。同時 HTTP 要求        
の最大数を 0 に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

maxsessions maximum-sessions

no maxsessions maximum-sessions

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは、ライセンスで許可されている Cisco Unity Express IVR セッションの数です。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR HTTP トリガー設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ccn trigger http コマンドが正常に実行された後、maxsessions コマンドを使用して、このトリガーの    
同時着信 HTTP セッションの最大数を設定します。指定できる最大値は、ライセンスで許可されて  
いる Cisco Unity Express IVR セッションの数によって制限されます。同時 HTTP 要求の最大数を、       
ライセンスで許可されている Cisco Unity Express IVR セッションの数に設定するには、このコマン     
ドの default 形式を使用します。

例 次の例では、HTTP ベース着信要求の同時セッションの最大数が 8 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger http urlname myhttpapp
Adding new trigger
se-10-0-0-0(config-trigger)# maxsessions 8
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

maximum-sessions ライセンスで許可されている Cisco Unity Express IVR ポートの HTTP      
ベース要求の最大同時セッション数。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn trigger http：IVR のみ トリガーおよびアプリケーションの設定を表示します。Cisco
Unity Express IVR の HTTP ベース トリガーの設定を表示する      
には、show ccn trigger http コマンドを使用します。
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maxsessions（ccn trigger jtapi）
JTAPI トリガーに同時にアクセスできる最大ユーザ数を指定するには、Cisco Unity Express トリガー    
設定モードで maxsessions コマンドを使用します。数を 0 に設定するには、このコマンドの no 形式      
を使用します。

maxsessions number

no maxsessions

シンタックスの説明

コマンド モード トリガー設定

コマンド履歴

例 次の例では、JTAPI phonenumber トリガーに同時にアクセスできるユーザの最大数が 12 に設定され    
ます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger jtapi phonenumber 1234
se-10-0-0-0(config-trigger)# maxsessions 12
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

number このトリガーに同時にアクセスできるユーザの数。この最大数は、アプリケー

ションのご購入済みポート数によって決まります。デフォルト値は、ライセ

ンスで許可されているポート数です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn trigger jtapi phonenumber CCN トリガー設定モードを開始します。
show ccn trigger all CCN トリガーの詳細を表示します。
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maxsessions（ccn trigger sip）
SIP トリガーに同時にアクセスできる最大ユーザ数を指定するには、Cisco Unity Express トリガー設    
定モードで maxsessions コマンドを使用します。数を 0 に設定するには、このコマンドの no 形式を      
使用します。

maxsessions number

no maxsessions

シンタックスの説明

コマンド モード トリガー設定

コマンド履歴

例 次の例では、SIP phonenumber トリガーに同時にアクセスできるユーザの最大数が 12 に設定されま    
す。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger sip phonenumber 1234
se-10-0-0-0(config-trigger)# maxsessions 12
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

number このトリガーに同時にアクセスできるユーザの数。この最大数は、アプリケー

ションのご購入済みポート数によって決まります。デフォルト値は、ライセ

ンスで許可されているポート数です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn trigger sip phonenumber CCN トリガー設定モードを開始します。
show ccn trigger all CCN トリガーの詳細を表示します。
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maxsessions（IMAP）
同時 IMAP セッションの最大数を指定するには、IMAP 設定モードで maxsessions コマンドを使用     
します。この数をデフォルト値の 50 に設定するには、このコマンドの no 形式または default 形式      
を使用します。

maxsessions number

no maxsessions

default maxsessions

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのセッション数は 50 です。

コマンド モード IMAP 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM ではこのコマンドは使用できません。

値が 50 より大きい場合、エラー メッセージが表示されます。

ユーザが IMAP 機能の使用を試みたときに、IMAP サーバのセッション数が最大数だった場合、ユー   
ザに対してエラー メッセージが表示されます。

（注） この値をアクティブにするには、IMAP サーバを再起動する必要があります。

例 次の例では、同時 IMAP セッションの最大数が 12 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# service imap
se-10-0-0-0(config-application)# maxsessions 12
se-10-0-0-0(config-application)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

number 同時 IMAP セッション数。有効な値は 1 ～ 50 です。デフォルト値は 50 です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

enable（IMAP） IMAP 機能を有効にします。
groupname ボイスメール グループのパラメータを設定します。
service imap IMAP 設定モードを開始します。

session idletimeout（IMAP） IMAP セッションのアイドル タイムアウト値を指定します。
session security IMAP クライアント接続のタイプを設定します。
show imap configuration すべての IMAP 構成パラメータを表示します。
show imap sessions アクティブな IMAP セッションをすべて表示します。
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maxsteps（ccn engine）
アプリケーションで実行できる手順の最大数を指定するには、Cisco Unity Express エンジン設定モー   
ドで maxsteps コマンドを使用します。このコマンドには no 形式はありません。

maxsteps number

シンタックスの説明

デフォルト 1000 手順

コマンド モード エンジン設定

コマンド履歴

例 次の例では、アプリケーションの手順の最大数が 500 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn engine
se-10-0-0-0(config-engine)# maxsteps 500
se-10-0-0-0(config-engine)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

number アプリケーションで実行できる手順の最大数。デフォルト値は 1000 で、最大  
手順数は 10,000 です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定します。
ccn engine すべての Cisco Unity Express サブシステムで共有される機能を設定し    

ます。

show ccn engine CCN エンジンの詳細を表示します。
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messaging-gateway
登録に使用するプライマリおよびセカンダリ メッセージ ゲートウェイのロケーション情報を指定  
するには、Cisco Unity Express ゲートウェイ設定モードで messaging-gateway コマンドを使用しま     
す。メッセージ ゲートウェイ登録の設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

messaging-gateway {primary | secondary} location-id umg-ip-addr

no messaging-gateway {primary | secondary} location-id umg-ip-addr

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express ゲートウェイ設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、ゲートウェイ設定モードを開始し、Cisco Unity Express が登録を試行しているプ   
ライマリまたはセカンダリ メッセージ ゲートウェイのロケーション ID と IP アドレス（またはド      
メイン名）を指定します。

例 次の例では、ID が 59000 で IP アドレスが 192.0.2.24 のメッセージ ゲートウェイに対して、Cisco        
Unity Express から登録メッセージが送信されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# messaging-gateway primary 59000 192.0.2.24

関連コマンド

primary この情報が、Cisco Unity Express が登録を要求しているプライマリ メッセー    
ジ ゲートウェイの情報であることを示します。

secondary この情報が、Cisco Unity Express が登録を要求しているセカンダリ メッセー    
ジ ゲートウェイの情報であることを示します。

location-id Cisco Unity Express が登録を要求しているメッセージ ゲートウェイの ID 番      
号。

ip-addr Cisco Unity Express が登録を要求しているメッセージ ゲートウェイの IP アド      
レス。

port

リリース 変更点

3.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show messaging-gateway メッセージ ゲートウェイの登録に関する詳細を表示します。
messaging-gateway registration エンドポイント（Cisco Unity Express）からメッセージ ゲート   

ウェイに登録メッセージが送信されます。
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messaging-gateway directory lookup
リモート ディレクトリ検索機能を有効にするには、Cisco Unity Express ゲートウェイ設定モードで    
messaging-gateway directory lookup コマンドを使用します。リモート ディレクトリ検索機能を無効    
にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

messaging-gateway directory lookup 

no messaging-gateway directory lookup 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express ゲートウェイ設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン messaging-gateway register を発行したときに、リモート ディレクトリ検索機能はデフォルトで有効   
になります。

例 次の例では、リモート ディレクトリ検索機能を有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# messaging-gateway directory lookup

関連コマンド

リリース 変更点

3.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show messaging-gateway メッセージ ゲートウェイの登録に関する詳細を表 
示します。

messaging-gateway directory lookup tui-prompt TUI モードでのリモート ディレクトリ検索の確認  
を有効にします。
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messaging-gateway directory lookup tui-prompt
TUI モードでのリモート ディレクトリ検索の確認を有効にするには、Cisco Unity Express ゲートウェ     
イ設定モードで messaging-gateway directory lookup tui-prompt コマンドを使用します。リモート     
ディレクトリ検索の確認を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

messaging-gateway directory lookup tui-prompt

no messaging-gateway directory lookup tui-prompt

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express ゲートウェイ設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン この機能は、no messaging-gateway directory lookup コマンドを使用してディレクトリ検索機能を無    
効にしたときに、自動的に無効になります。ただし、messaging-gateway directory lookup を発行し   
てディレクトリ検索機能を有効にしても、この機能は自動的には有効になりません。

また、この機能を有効にすると、リモート ディレクトリ検索機能も有効になります。

例 次の例では、リモート ディレクトリ検索機能を有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# messaging-gateway directory lookup tui-prompt

関連コマンド

リリース 変更点

3.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show messaging-gateway メッセージ ゲートウェイの登録に関する詳細を表 
示します。

messaging-gateway directory lookup tui-prompt リモート ディレクトリ検索機能を有効にします。
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messaging-gateway registration
エンドポイント（Cisco Unity Express）が自動的に登録メッセージをメッセージ ゲートウェイに送   
信するようにするには、Cisco Unity Express 設定モードで messaging-gateway registration コマンド      
を使用します。メッセージ ゲートウェイへの自動登録を無効にするには、このコマンドの no 形式   
を使用します。

messaging-gateway registration

no messaging-gateway registration 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、ゲートウェイ設定モードを開始し、まず、メッセージ ゲートウェイに登録メッ 
セージを送信するようにエンドポイント（Cisco Unity Express）に指示します。登録に失敗した場  
合、プライマリへの登録が失敗した原因が設定エラーである場合を除き、メッセージはセカンダリ

メッセージ ゲートウェイに送信されます。

例 次の例では、ID が 59000 で IP アドレスが 192.0.2.24 のメッセージ ゲートウェイに対して、Cisco        
Unity Express から登録メッセージが送信されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0 (config)# messaging-gateway directory lookup 59000 192.0.2.24

関連コマンド

リリース 変更点

3.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show messaging-gateway メッセージ ゲートウェイの登録に関する詳細を表示します。
messaging-gateway プライマリまたはセカンダリのメッセージ ゲートウェイのロ 

ケーション ID と IP アドレスを指定します。
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mwi refresh
1 台または複数の電話機のメッセージ ウェイティング インジケータ（MWI）ライトを更新するに   
は、Cisco Unity Express EXEC モードで mwi refresh コマンドを使用します。

mwi refresh {all | telephonenumber tel-number}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用して、保存されているボイス メッセージと同期がとれていない MWI ライトを   
更新します。 

更新の必要がない内線番号を更新した場合、その内線番号への影響はありません。

例 The following example refreshes the MWIs for all telephones:
se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# mwi refresh all

次の例では、内線番号 2015 の MWI が更新されます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# mwi refresh telephonenumber 2015

関連コマンド

all システムで設定されているすべての電話機を更新します。

telephonenumber tel-number 指定された電話番号または内線番号を更新します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show groups 設定されているすべてのグループのリストを表示します。

show users 設定されているすべてのユーザのリストを表示します。

show voicemail 設定されているボイスメール システムのプロパティを表示します。
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mwi sip 
メッセージ ウェイティング インジケータ（MWI）通知メカニズムを設定するには、Cisco Unity   
Express SIP 設定モードで mwi sip コマンドを使用します。outcall メカニズムを使用するには、この      
コマンドの no 形式または default 形式を使用します。

mwi sip {outcall | sub-notify | unsolicited}

no mwi sip

default mwi sip

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのメカニズムは outcall です。

コマンド モード Cisco Unity Express SIP 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン MWI 通知の生成に SIP outcall メカニズムを使用できるのは、Cisco Unified CME だけです。outcall       
は、Cisco Unity Express と Cisco Unified Communications Manager システムの間では機能しません。

（注） MWI 通知オプションが outcall の場合は、MWI をオンおよびオフにする内線を設定します。    
『Cisco Unity Express 2.3 CLI Administrator Guide』の「Configuring the MWI On and Off Extensions            

(Cisco Unified CME Only)」を参照してください。

outcall オプションは、下位互換性の目的で用意されています。MWI 通知オプションには、sub-notify  
または unsolicited を使用することをお勧めします。

outcall オプションを使用するには、MWI 通知を受信するように登録される各 ephone-dn を Cisco     
Unified CME で次のように設定する必要があります。

ephone-dn 30
  number 8000
  mwi on
.
.
ephone-dn 31
  number 8001
  mwi off

Cisco Unified CME と SRST モードの Cisco Unified Communications Manager の両方で、MWI 通知の           
生成に sub-notify メカニズムおよび unsolicited メカニズムを使用できます。これらのメカニズムを    
使用すると、MWI 通知は、ユーザのボイスメールボックスにあるメッセージの正確なステータス 
を反映します。

outcall SIP outcall メカニズムを使用して、MWI 通知を送信します。
sub-notify Subscribe Notify メカニズムを使用して、MWI 通知を送信します。
unsolicited Unsolicited Notify メカニズムを使用して、MWI 通知を送信します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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ephone-dn が sub-notify オプションで設定された後、Cisco Unified CME は Subscribe メッセージを        
Cisco Unity Express に送信し、MWI 通知用に電話機を登録します。新しいボイス メッセージが     
ephone-dn のボイスメールボックスに到達すると、Cisco Unity Express は MWI ステータスを更新し      
ます。Cisco Unity Express が ephone-dn の Subscribe メッセージを受信しない場合、新しいメッセー       
ジが到達しても、Cisco Unity Express は MWI ステータスを更新しません。

sub-notify オプションを使用するには、MWI 通知を受信するように登録される各 ephone-dn を Cisco     
Unified CME で次のように設定する必要があります。

12.3(11)T07 よりも前の Cisco IOS リリースの場合

telephony-service
.
.
   mwi sip-server 10.100.9.6 transport udp port 5060 
   number 2010
.
ephone-dn 35
  mwi sip

12.3(11)T07 および以降の Cisco IOS リリースの場合

sip-ua
.
.
   mwi-server ipv4:10.100.9.6 transport udp port 5060 
   number 2010
.
ephone-dn 35
  mwi sip

Cisco SRST モードの場合

sip-ua
.
.
   mwi-server ipv4:10.100.9.6 transport udp port 5060 
   number 2010
.
call-manager-fallback.
  mwi relay

unsolicited オプションでは、MWI 通知用に Cisco Unified CME が各 ephone-dn の登録要求を Cisco         
Unity Express に送信する必要はありません。ephone-dn のボイスメールボックスが新しいメッセー   
ジを受信するたびに、Cisco Unity Express が Notify メッセージを Cisco Unified CME に送信します。         
このようにして、MWI ステータスは、現在のボイスメールボックスのメッセージ ステータスを反  
映します。

unsolicited オプションを使用するには、MWI 通知を受信するように登録される各 ephone-dn を Cisco     
Unified CME で次のように設定する必要があります。
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12.3(11)T07 よりも前の Cisco IOS リリースの場合

telephony-service
.
.
   mwi sip-server 10.100.9.6 transport udp port 5060 unsolicited 
   number 2010
.
ephone-dn 35
  mwi sip

12.3(11)T07 および以降の Cisco IOS リリースの場合

sip-ua
.
.
   mwi-server ipv4:10.100.9.6 transport udp port 5060 unsolicited
   number 2010
.
ephone-dn 35
  mwi sip

For Cisco SRST Mode
sip-ua
.
.
   mwi-server ipv4:10.100.9.6 transport udp port 5060 unsolicited
   number 2010
.
call-manager-fallback.
  mwi relay

これらのコマンドで使用する SIP サーバの IP アドレスは、Cisco Unity Express の IP アドレスにする         
必要があります。上の例では、10.100.9.6 です。

例 次の例では、MWI 通知メカニズムが SIP Notify に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem sip
se-10-0-0-0(config-sip)# mwi sip sub-notify
se-10-0-0-0(config-sip)# end
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0# 

関連コマンド コマンド 説明

ccn subsystem sip SIP 設定モードを開始します。
dtmf-relay SIP DTMF リレー メカニズムを設定します。
show ccn sip subscription mwi アクティブな MWI サブスクリプションを表示します。
show ccn subsystem sip DTMF リレー メカニズムを表示します。
transfer-mode Cisco Unity Express で SIP 通話に使用される転送モードを設定し     

ます。
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name（network location id）
ネットワーク ロケーションの名前を指定するには、ロケーション設定モードで name コマンドを使   
用します。名前を空文字列に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

name name

no name name

シンタックスの説明

デフォルト ネットワーク ロケーションは指定されていません。

コマンド モード ロケーション設定

コマンド履歴

例 次の例では、mylocation という名前でリモート ロケーション ID 9 が作成されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location id 9
se-10-0-0-0(config-location)# name mylocation

関連コマンド

name 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。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

network location リモート ロケーションの ID を指定します。
show network detail local 指定したロケーションのネットワーク情報を表示します。

show network detail location id 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。
show network locations ネットワーク ロケーションに関する情報を表示します。
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network copy spokenname
ネットワーク ロケーション音声名をアップロードまたはダウンロードするには、Cisco Unity Express   
EXEC モードで network copy spokenname コマンドを使用します。

音声名のアップロード

network copy spokenname location id location-id url url loginname server-login password 
server-password

音声名のダウンロード

network copy spokenname url url location id location-id loginname server-login password 
server-password

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 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。

例 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

次の例では、ロケーション 500 の音声名ファイル rename.wav がダウンロードされます。

se-10-0-0-0# network copy spokenname url ftp:/10.4.51.66/rename.wav location id 500 
loginname admin password test

関連コマンド

location id location-id ネットワーク ロケーション ID。
url url サーバ上の音声名ファイルの URL。
loginname server-login サーバのログイン。

password server-password サーバのパスワード。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

network location リモート ロケーションの ID を指定します。
show network locations ネットワーク ロケーションに関する情報を表示します。



N
network location

190
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス

OL-14012-01-J

network location
リモート ボイスメール システムのロケーション ID を指定してロケーション設定モードを開始する    
には、Cisco Unity Express 設定モードで network location コマンドを使用します。ネットワーク ロ       
ケーション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。

network location id number 

no network location id number

シンタックスの説明

デフォルト ロケーション ID は設定されていません。

コマンド モード ロケーション設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用して、リモート ロケーション ID を作成し、ロケーション設定モードを開始し   
ます。ロケーション設定モードで、リモート ロケーション設定を完了できます。

例 次の例は、リモート ロケーション ID 9 を作成し、ロケーション設定モードを開始します。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location id 9
se-10-0-0-0(config-location)#

関連コマンド

id number リモート ボイスメール システムの ID 番号を指定します。この番号の最大長    
は 7 桁の数字です。Cisco Unity Express は最大 500 のロケーションをサポート       
しています。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

name（network location id） リモート ロケーションの名前を指定します。
show network detail local 指定したロケーションのネットワーク情報を表示します。

show network detail location id 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。
show network locations ネットワーク ロケーションに関する情報を表示します。
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network location cache expiry
Cisco Unity Express にキャッシュされるロケーションの有効期間を設定するには、Cisco Unity    
Express 設定モードで network location cache expiry コマンドを使用します。有効期間をデフォルト      
値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

network location cache expiry numeric

no network location cache expiry numeric

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unity Express にキャッシュされるロケーションの有効期間を日単位で設定   
します。

例 次の例では、キャッシュされるロケーションの有効期間が 14 日に設定されます。

:
se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0 (config)# network location cache expiry 14

関連コマンド

numeric Cisco Unity Express にキャッシュされるロケーションの有効期間（日単位）。

リリース 変更点

3.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

network location cache refresh Cisco Unity Express にキャッシュされているリモート ロケー    
ション エントリを手動で更新します。

show network locations cached Cisco Unity Express にキャッシュされているすべてのリモート   
ロケーション エントリの情報を表示します。
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network location cache refresh
Cisco Unity Express にキャッシュされているリモート ロケーション エントリを手動で更新するに     
は、Cisco Unity Express EXEC モードで network location cache refresh コマンドを使用します。

network location cache refresh ID

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 更新が成功した場合、このコマンドは応答を生成しません。更新が失敗した場合、エラー メッセー 
ジが表示されます。

例 次の例では、ID が 41 のリモート ロケーション エントリが手動で更新されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0 (config)# network location cache refresh

関連コマンド

ID キャッシュされている更新対象のリモート ロケーション エントリのロケーション  
ID。

リリース 変更点

3.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

network location cache expiry Cisco Unity Express にキャッシュされるロケーションの有効期   
間を設定します。

show network locations cached Cisco Unity Express にキャッシュされているすべてのリモート   
ロケーション エントリの情報を表示します。
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ntp server
Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）サーバを設定し、この NTP サーバ       
とシステムの時刻を同期させるには、Cisco Unity Express 設定モードで ntp server コマンドを使用し      
ます。NTP サーバ名を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ntp server {hostname | ip-address} [prefer]

no ntp server {hostname | ip-address}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは、Cisco Unified Communications Manager サーバの IP アドレスです。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを clock timezone コマンドと組み合せて使用し、Cisco Unity Express システムおよびア      
プリケーションのタイミング機能を設定します。 

prefer オプションは、正常に運用されているホストのセットの中で、指定のサーバが同期対象に選 
択されることを示します。

注意 no ntp server コマンドは、NTP サーバ名と Cisco Unified Communications Manager ルータ IP アドレ           
スを削除します。このコマンドを使用すると、Cisco Unity Express と Cisco Unified Communications      
Manager の間の通信が失われることがあるため、慎重に使用してください。

例 次の例では、アドレス 192.168.10.0 のサーバが NTP サーバとして割り当てられます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ntp server 192.168.10.0 prefer

次の例では、サーバ main_ntp が NTP サーバとして割り当てられます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ntp server main_ntp

hostname NTP サーバのホスト名。
ip-address NTP サーバの IP アドレス。
prefer （オプション）このサーバを優先サーバにします。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clock timezone ローカル タイム ゾーンを設定します。
show clock detail 現在のクロック統計情報を表示します。

show ntp source 現在の NTP サーバ統計情報を表示します。
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offline
バックアップ手順および復元手順の環境を開始するには、Cisco Unity Express EXEC モードで offline     
コマンドを使用します。

offline

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン バックアップ手順および復元手順では、手順を開始する前に、通話アクティビティを停止する必要

があります。offline コマンドは、アクティブな通話をすべて終了し、新しい通話の受け入れを防止 
します。この手順は、通話アクティビティが最小限のときにスケジューリングすることを検討して

ください。 

offline コマンドは、バックアップ手順または復元手順を開始しません。これらの手順を開始するに 
は、backup コマンドおよび restore コマンドを使用します。

例 次の例は、offline コマンドの使用方法を示しています。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# offline
!!!WARNING!!!: Putting the system offline will terminate all active calls.

Do you wish to continue[n]? : y
se-10-0-0-0(offline)#

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

backup バックアップするデータを選択し、バックアップ プロセスを開始します。
continue オフライン モードを終了し、Cisco Unity Express EXEC モードに戻ります。
restore 復元するデータを選択し、復元プロセスを開始します。
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open day
営業時間を指定するには、Cisco Unity Express 営業設定モードで open day コマンドを使用します。      
営業時間を時間外に変更するには、このコマンドの no 形式を使用します。

open day day-of-week from hh:mm to hh:mm

no open day day-of-week from hh:mm to hh:mm

シンタックスの説明

デフォルト 1 日 24 時間、週 7 日営業。

コマンド モード Cisco Unity Express 営業設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 1 日は 30 分のタイム スロットに分割されます。デフォルトでは、すべてのタイム スロットが営業     
時間になります。open day コマンドは、時間外スロットを営業時間スロットに変更します。

open day コマンドの効果は、no closed day コマンドと同じです。

例 次の例では、normal という営業時間スケジュールが作成されます。

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

day-of-week 曜日。有効な値は 1 ～ 7 で、1 が日曜日を表します。
from hh:mm 開始時刻。hh には 24 時間制を使用します。mm の有効な値は 00 または 30 の        

いずれかです。

to hh:mm 終了時刻。hh には 24 時間制を使用します。mm の有効な値は 00 または 30 の        
いずれかです。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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次の例では、既存の営業時間スケジュール 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

no closed day 1 from 09:00 to 12:00 コマンドは、この open day コマンドと同じ効果があります。

関連コマンド コマンド 説明

calendar biz-schedule 営業時間スケジュールを作成します。

closed day 営業時間外の時間を指定します。

show calendar biz-schedule ローカル システム上に設定されている営業時間スケジュールを 
表示します。
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parameter（ccn application）

parameter（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ

purge notification（ccn reporting historical）

purge purge-capacity（ccn reporting historical）

purge schedule（ccn reporting historical）

purge warning-capacity（ccn reporting historical）
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parameter（ccn application）
CCN アプリケーション パラメータの値を設定するには、Cisco Unity Express アプリケーション設定     
モードで parameter コマンドを使用します。このコマンドには no 形式はありません。

parameter parameter-name “value”

シンタックスの説明

コマンド モード アプリケーション設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン aa.aef スクリプト用に設定できるパラメータを次に示します。

 • welcomePrompt：デフォルトは AAWelcome.wav です。

 • operExtn：デフォルトは none です。

 • holidayPrompt：デフォルトは AAHolidayPrompt.wav です。

 • businessOpenPrompt：デフォルトは AABusinessOpen.wav です。

 • businessClosedPrompt：デフォルトは AABusinessClosed.wav です。

 • businessSchedule：デフォルトは systemschedule です。

 • disconnectAfterMenu：デフォルトは false です。

 • allowExternalTransfers：デフォルトは false です。

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。

 • operExtn：デフォルトは 0 です。

 • MaxRetry：デフォルトは 3 です。

 • holidayPrompt：デフォルトは AAHolidayPrompt.wav です。

 • businessOpenPrompt：デフォルトは AABusinessOpen.wav です。

 • businessClosedPrompt：デフォルトは AABusinessClosed.wav です。

 • playExtensionsPrompt：デフォルトは AASPlayExtensions.wav です。

 • extensionLength：デフォルトは 1 です。

 • businessSchedule：デフォルトは systemschedule です。

 • disconnectAfterMenu：デフォルトは false です。

 • allowExternalTransfers：デフォルトは false です。

parameter-name 値を設定するパラメータを指定します。これらのパラメータは、アプリケー

ション スクリプトで指定されます。
“value” パラメータの値を指定します。値は、二重引用符で囲む必要があります。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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デフォルトの parameter コマンドを使用して、カスタム定義のパラメータを設定します。

例 次の例では、MaxRetry パラメータの値が 6 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn application autoattendant
se-10-0-0-0(config-application)# parameter MaxRetry “6”
se-10-0-0-0(config-application)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定  
します。

default（ccn application） アプリケーション パラメータを設定します。
show ccn application CCN アプリケーションの詳細を表示します。
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parameter（ccn subsystem edbs dbprofile）：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）の Java Database        
Connectivity（JDBC）ドライバ固有のパラメータを指定するには、Cisco Unity Express IVR EDBS プ     
ロファイル設定モードで parameter コマンドを使用します。JDBC パラメータを削除するには、こ   
のコマンドの no 形式を使用します。

parameter name value

no parameter name value

シンタックスの説明

コマンド デフォルト なし

コマンド モード Cisco Unity Express IVR EDBS プロファイル設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ccn subsystem edbs dbprofile コマンドが正常に実行された後、オプションの parameter コマンドを使      
用して、JDBC ドライバ固有のパラメータを指定します。名前と値のペアは、JDBC ドライバ要件  
と一致している必要があります。各 JDBC ドライバは、独自のカスタマイズされた設定のセットを  
持つことができます。このコマンドを複数回使用して、複数のドライバ プロパティを設定できます。

例 次の例では、JDBC ドライバ パラメータが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem edbs dbprofile mydbprofile
Adding new Database profile
se-10-0-0-0(config-dbprof)# parameter *headerchar *continuation
se-10-0-0-0(config-dbprof)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

name value （オプション）JDBC ドライバ要件に一致する名前と値のペア。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ Cisco Unity Express IVR EDBS の設定内容を表示     
します。
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purge notification（ccn reporting historical）
Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの自動データベース消去をユーザに通知する電    
子メール アドレスを設定するには、Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定モードで purge      
notification コマンドを使用します。この設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用しま   
す。

purge notification email address email-address

no purge notification email address email-address

シンタックスの説明

コマンド デフォルト デフォルトの電子メール アドレスは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 通知の送信に使用するデフォルトの電子メール アドレスはありません。電子メール アドレスが設  
定されていない場合、通知は送信されません。

複数の電子メール アドレスを設定する必要がある場合は、スペースを入れずにカンマで区切って、 
電子メール アドレスを続けて入力します。

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースが自動的に消去されたことを管理    
者に通知するための電子メール アドレスが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)# purge notification email address name@domain.com
se-10-0-0-0(config-hrdm)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

email address email-address 1 つの電子メール アドレス、またはカンマで区切った複数の電  
子メール アドレス（255 文字まで）。このアドレスに、レポート  
履歴データベースが消去されたことをユーザに通知する電子

メールが送信されます。

Cisco Unity Express  
バージョン

変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn reporting historical Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの設定内容    
を表示します。
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purge purge-capacity（ccn reporting historical）
Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースを消去する消去しきい値（合計データベース容    
量に対するパーセンテージ）およびデータ消去までの期間を設定するには、Cisco Unity Express IVR   
レポート履歴設定モードで purge purge-capacity コマンドを使用します。消去容量のパーセンテー   
ジおよび消去までの日数をデフォルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

purge purge-capacity percentage percent days-to-purge days

no purge purge-capacity percentage percent days-to-purge days

シンタックスの説明

コマンド デフォルト デフォルトの消去容量パーセンテージ値は 90 です。 
消去までの日数のデフォルトは 7 です。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 許可される最大消去容量パーセンテージ値は 90 です。

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの消去容量しきい値が 90 に、デー      
タ消去までの日数が 7 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)# purge purge-capacity percentage 90 days-to-purge 7
se-10-0-0-0(config-hrdm)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

percentage percent 合計データベース容量に対するパーセンテージで表した消去しきい

値。有効な消去しきい値パーセンテージは、0 ～ 90 です。
days-to-purge days データを消去するまでの日数。この日数を過ぎると、レポート履歴デー

タベースからデータが消去されます。有効な日数は、0 ～ 999 です。

Cisco Unity Express  
バージョン

変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn reporting historical Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの設定内容    
を表示します。
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purge schedule（ccn reporting historical）
Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの毎日の消去実行時刻をスケジューリングする    
には、Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定モードで purge schedule コマンドを使用します。消       
去スケジュール時刻と消去までの日数をデフォルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を  
使用します。

purge schedule time hh:mm days-to-keep days

no purge schedule time hh:mm days-to-keep days

シンタックスの説明

コマンド デフォルト デフォルトでは、消去は 04:00 にスケジューリングされています。days-to-keep のデフォルト値は、   
Advanced Integration Module-Cisco Unity Express（AIM-CUE）モジュールでは 90、Network Module/ 
Network Module-Extended Capacity（NM/NM-EC）モジュールおよび Network Module Enhanced-Cisco     
Unity Express（NME-CUE）モジュールでは 365 です。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン データベースの消去は、毎日、指定された時刻（24 時間形式の「時間 : 分」）に実行されます。指 
定された days-to-keep 値（日数）よりも長く保存されている履歴データは、データベースから消去  
されます。表 3 に、days-to-keep に指定できる最大値をまとめます。

例 次の例では、30 日より長く保存されているデータを毎日午前 4 時に消去するように、レポート履歴   
データベースが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)# purge schedule time 04:00 days-to-keep 30
se-10-0-0-0(config-hrdm)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

time hh:mm レポート履歴データベースからデータを消去する毎日の時刻を 24 時  
間形式の時間と分（hh:mm）で指定します。

days-to-keep days データを消去するまでの日数を設定します。この日数を過ぎると、レ

ポート履歴データベースからデータが削除されます。days-to-keep の値 
は、0 ～ 1000 です。

Cisco Unity Express  
バージョン

変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 3 days-to-keep の最大値

データベース 保存できる上限

AIM-CUE 90 日間またはデータベース使用量が 90%。
NM/NM-EC/NME-CUE 365 日間またはデータベース使用量が 90%。
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関連コマンド

purge warning-capacity（ccn reporting historical）
データベースの容量が一定のパーセンテージに達したときに電子メール通知を送信するには、

Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定モードで purge warning-capacity コマンドを使用します。 

容量のパーセンテージに達すると、Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの容量が上    
限に近づいていることをユーザに通知する電子メールが送信されます。警告容量パーセンテージを

デフォルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

purge warning-capacity percentage percent

no purge warning-capacity percentage percent

シンタックスの説明

コマンド デフォルト デフォルトは、データベース容量の 85 % です。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR レポート履歴設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 最大パーセンテージ値（90 %）に達すると、電子メールによる警告が送信されます。

例 次の例では、Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの警告パーセンテージが 80 % に設       
定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)# purge warning-capacity percentage 80
se-10-0-0-0(config-hrdm)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

コマンド 説明

show ccn reporting historical Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの設定内容    
を表示します。

percentage percent Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの合計容量に対す    
るパーセンテージ。有効なパーセンテージは、0 ～ 95 です。

Cisco Unity Express  
バージョン

変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show ccn reporting historical Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの設定内容    
を表示します。
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reload
Cisco Unity Express システムを再起動するには、Cisco Unity Express オフライン モードで reload コ        
マンドを使用します。

reload

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express オフライン

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、次の場合に使用します。

 • shutdown コマンドの後、Cisco Unity Express システムを再起動する。

 • restore コマンドの後、アップロードしたファイル情報をアクティブにする。

例 次の例は、復元手順の後で reload コマンドを使用する方法を示しています。

se-10-0-0-0# offline
se-10-0-0-0(offline)# restore id data3 category data
se-10-0-0-0(offline)# reload

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

backup システムおよびアプリケーションのデータをバックアップ サーバにバッ 
クアップします。

continue オフライン モードを終了し、Cisco Unity Express EXEC モードに戻ります。
offline Cisco Unity Express システムをオフライン モードに切り替えます。
restore バックアップ サーバから、バックアップ ファイルを復元します。
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remote cache enable
ローカル システムの LRU キャッシュを有効にするには、Cisco Unity Express 設定モードで remote       
cache enable コマンドを使用します。LRU キャッシュを無効にするには、このコマンドの no 形式     
を使用します。

remote cache enable

no remote cache enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト 有効

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 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。 

LRU キャッシュのステータスは、GUI の Defaults > Voice Mail オプションを使用して変更すること       
もできます。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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例 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

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

関連コマンド コマンド 説明

show remote cache ローカル システムの LRU キャッシュを表示します。
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remote copy spokenname
リモート ユーザの音声名をアップロードまたはダウンロードするには、Cisco Unity Express EXEC    
モードで remote copy spokenname コマンドを使用します。

音声名のアップロード

remote copy spokenname username username url url loginname server-login password 
server-password

音声名のダウンロード

remote copy spokenname url url username username loginname server-login password 
server-password

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 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。

例 次の例では、リモート ユーザ user5 の音声名ファイル user5.wav がアップロードされます。

se-10-0-0-0# remote copy spokenname username user5 url ftp:/10.4.51.66/user5.wav 
loginname admin password test

次の例では、リモート ユーザ user5 の音声名ファイル user5.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/user5.wav username user5 
loginname admin password test

username username リモート ユーザ ID。
url url サーバ上の音声名ファイルの URL。
loginname server-login サーバのログイン。

password server-password サーバのパスワード。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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remote username fullname
リモート ユーザにフルネームを関連付けるには、Cisco Unity Express EXEC モードで remote      
username fullname コマンドを使用します。リモート ユーザ名を削除するには、このコマンドの no    
形式を使用します。

remote username username fullname {display display-name | first first-name | last last-name}

no remote username username fullname {display display-name | first first-name | last last-name}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ユーザ名が存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。

例 次の例では、複数のリモート ユーザが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# remote username user2 location sjc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user2 phonenumber 84444
se-10-0-0-0(config)# remote username user5 location sjc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user5 phonenumber 81111
se-10-0-0-0(config)# remote username user3 location nyc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user3 phonenumber 92222
se-10-0-0-0(config)# remote username user4 location nyc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user4 phonenumber 93333
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0# remote username user5 fullname display “User 5”
se-10-0-0-0# remote username user5 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user5 fullname last 5
se-10-0-0-0# remote username user3 fullname display “User 3”
se-10-0-0-0# remote username user3 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user3 fullname last 3
se-10-0-0-0# remote username user4 fullname display “User 4”
se-10-0-0-0# remote username user4 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user4 fullname last 4

se-10-0-0-0# remote username user1 fullname display “User 1”
se-10-0-0-0# remote username user1 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user1 fullname last 1

username リモート ユーザの名前。
display display-name リモート ユーザのフルネーム。名前が 2 語以上になる場合は、二重引用   

符（“ ”）で囲みます。システムは、この名前を電話機での表示に使用します。
first first-name リモート ユーザの名前。名前が 2 語以上になる場合は、二重引用符（“ ”）    

で囲みます。

last last-name リモート ユーザの姓。名前が 2 語以上になる場合は、二重引用符（“ ”）で    
囲みます。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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次の例では、リモート ユーザ User5 の表示名が削除されます。

se-10-0-0-0# no remote username user5 fullname display “User 5”

次の例では、リモート ユーザ User5 の名前が削除されます。

se-10-0-0-0# no remote username user5 fullname first User

次の例では、リモート ユーザ User5 の姓が削除されます。

se-10-0-0-0# no remote username user5 fullname last 5

関連コマンド コマンド 説明

remote username location ローカル Cisco Unity Express システム上にリモート ユーザを設     
定します。

remote username phonenumber ローカル Cisco Unity Express システム上にリモート ユーザの電     
話番号を設定します。

show remote user detail 指定したリモート ユーザの詳細設定を表示します。
show remote users ローカル Cisco Unity Express システム上に設定されているリ    

モート ユーザを表示します。
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remote username location
ローカル Cisco Unity Express システムでリモート ユーザを設定するには、Cisco Unity Express EXEC        
モードまたは設定モードで remote username location コマンドを使用します。システムからリモー    
ト ユーザを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

remote username username location location-id create

no remote username username

シンタックスの説明

デフォルト リモート ユーザは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC 
Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、名前によるダイヤル機能（dial-by-name）を使用してローカルのボイスメール送信
者がリモート受信者を宛先指定できるように、ローカル システムでリモート ユーザを作成します。  
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。

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、remote username location コマン     
ドを 1 回使用します。 

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。

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。

 • ロケーション ID が存在しない。

 • ロケーション ID がローカル ロケーションである。

username リモート ユーザの名前。
location-id リモート サイトのロケーション ID。
create リモート ユーザを作成します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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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 user2 location sjc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user2 phonenumber 84444
se-10-0-0-0(config)# remote username user5 location sjc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user5 phonenumber 81111
se-10-0-0-0(config)# remote username user3 location nyc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user3 phonenumber 92222
se-10-0-0-0(config)# remote username user4 location nyc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user4 phonenumber 93333
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0# remote username user5 fullname display “User 5”
se-10-0-0-0# remote username user5 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user5 fullname last 5
se-10-0-0-0# remote username user3 fullname display “User 3”
se-10-0-0-0# remote username user3 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user3 fullname last 3
se-10-0-0-0# remote username user4 fullname display “User 4”
se-10-0-0-0# remote username user4 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user4 fullname last 4
se-10-0-0-0# remote username user2 fullname display “User 2”
se-10-0-0-0# remote username user2 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user2 fullname last 2
se-10-0-0-0# 

次の例では、リモート ユーザ User2 が削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no remote username user2
se-10-0-0-0(config)# end

関連コマンド コマンド 説明

remote username fullname ローカル Cisco Unity Express システム上にリモート ユーザの姓     
名を設定します。

remote username phonenumber ローカル Cisco Unity Express システム上にリモート ユーザの電     
話番号を設定します。

show remote user detail 指定したリモート ユーザの詳細設定を表示します。
show remote users ローカル Cisco Unity Express システム上に設定されているリ    

モート ユーザを表示します。
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remote username phonenumber
リモート ユーザに電話番号を関連付けるには、Cisco Unity Express 設定モードで remote username      
phonenumber コマンドを使用します。電話番号を削除するには、このコマンドの no 形式を使用し   
ます。

remote username username phonenumber extension-number

no remote username username phonenumber extension-number

シンタックスの説明

デフォルト リモート ユーザの電話番号は設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 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。

 • ユーザ名が存在しない。

 • 内線番号の桁数が、ユーザが属するロケーションの内線番号の最大桁数から最小桁数までの範

囲にない。

例 次の例では、複数のリモート ユーザが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# remote username user2 location sjc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user2 phonenumber 84444
se-10-0-0-0(config)# remote username user5 location sjc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user5 phonenumber 81111
se-10-0-0-0(config)# remote username user3 location nyc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user3 phonenumber 92222
se-10-0-0-0(config)# remote username user4 location nyc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user4 phonenumber 93333
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0# remote username user2 fullname display “User 2”
se-10-0-0-0# remote username user2 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user2 fullname last 2
se-10-0-0-0# remote username user5 fullname display “User 5”
se-10-0-0-0# remote username user5 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user5 fullname last 5
se-10-0-0-0# remote username user3 fullname display “User 3”
se-10-0-0-0# remote username user3 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user3 fullname last 3
se-10-0-0-0# remote username user4 fullname display “User 4”
se-10-0-0-0# remote username user4 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user4 fullname last 4
se-10-0-0-0# 

username リモート ユーザの名前。
extension-number リモート サイトの内線番号。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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次の例では、リモート ユーザ User 4 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 user4 phonenumber 84444
se-10-0-0-0(config)# end

関連コマンド コマンド 説明

remote username fullname ローカル Cisco Unity Express システム上にリモート ユーザの姓     
名を設定します。

remote username location ローカル Cisco Unity Express システム上にリモート ユーザを設     
定します。

show remote user detail 指定したリモート ユーザの詳細設定を表示します。
show remote users ローカル Cisco Unity Express システム上に設定されているリ    

モート ユーザを表示します。
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restore
バックアップ ファイルを復元するには、Cisco Unity Express オフライン モードで restore コマンド       
を使用します。

restore id backup-id category {all | configuration | data}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express オフライン

コマンド履歴

使用上のガイドライン 復元手順が開始されると、すべてのアクティブな通話が終了します。Cisco Unity Express は、スケ   
ジューリングされた復元をサポートしていません。ファイルの復元は、電話機がアクティブでない

ときに行うように留意してください。

復元手順が完了したら、reload コマンドを使用して、ファイル データをアクティブにします。

復元するファイルの backup-id 値を調べるには、show backup history コマンドを使用します。

例 次の例では、データのみの、ID が data5 のファイルが復元されます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# offline
se-10-0-0-0(offline)# restore id data5 category data
se-10-0-0-0(offline)# reload

関連コマンド

id backup-id 復元するファイルの ID 番号を指定します。
category 復元するファイル タイプの名前の前に指定します。
all 復元するファイルに、システムおよびアプリケーションの設定、アプリケー

ション データ、およびボイス メッセージが含まれていることを示します。
configuration 復元するファイルには、システムおよびアプリケーションの設定だけが含ま

れていることを示します。

data 復元するファイルには、アプリケーション データとボイス メッセージだけが  
含まれていることを示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

continue オフライン モードを終了し、Cisco Unity Express EXEC モードに戻ります。
offline オフライン モードを開始します。
reload アップロードしたファイルのデータをアクティブにします。

show backup history バックアップ手順のステータスを表示します。
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restore factory default
システムを工場出荷時のデフォルトに復元するには、Cisco Unity Express オフライン モードで    
restore factory default コマンドを使用します。

restore factory default

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。

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express オフライン

コマンド履歴

使用上のガイドライン 工場出荷時のデフォルトへの復元で、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。

show backup server バックアップ サーバとして指定されているネットワーク FTP サーバを表   
示します。

コマンド 説明

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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例 次の例は、システムを工場出荷時のデフォルトに復元する方法を示しています。

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。

関連コマンド コマンド 説明

continue Cisco Unity Express オンライン モードに戻ります。
offline Cisco Unity Express オフライン モードを開始します。
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restriction create
規制テーブルを作成するには、Cisco Unity Express 設定モードで restriction create コマンドを使用し      
ます。 

restriction table-name create

シンタックスの説明

コマンド デフォルト このコマンドには、デフォルト値はありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 新しい規制テーブルを定義するには、Cisco Unity Express 設定モードで restriction create コマンドを      
使用します。

例 次の例では、fax-restriction という規制テーブルが作成されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# restriction fax-restriction create

関連コマンド

table-name 作成する規制テーブル。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

restriction delete 規制テーブルを削除します。

restriction dial-string 規制される番号のダイヤル パターンを指定します。
restriction max-digits 規制される番号の最大桁数を指定します。

restriction min-digits 規制される番号の最小桁数を指定します。

show restriction-table 指定した規制テーブルに関する情報を表示します。
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restriction delete
規制テーブルを削除するには、Cisco Unity Express 設定モードで restriction delete コマンドを使用し      
ます。 

restriction table-name delete

シンタックスの説明

コマンド デフォルト このコマンドには、デフォルト値はありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 規制テーブルを削除するには、Cisco Unity Express 設定モードで restriction delete コマンドを使用し      
ます。

例 次の例では、fax-restriction という規制テーブルが削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# restriction fax-restriction delete

関連コマンド

table-name 削除する規制テーブル。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

restriction create 規制テーブルを作成します。

show restriction-table 指定した規制テーブルに関する情報を表示します。
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restriction dial-string 
規制テーブルのパターン番号を指定するには、Cisco Unity Express 設定モードで restriction    
dial-string コマンドを使用します。テーブルからパターン番号を削除するには、このコマンドの no  
形式を使用します。

restriction table-name dial-string preference preference-number pattern pattern-string  
{allowed | disallowed} [insert] 

no restriction table-name dial-string preference preference-number

シンタックスの説明

コマンド デフォルト デフォルトの優先順位番号は 1 です。 
デフォルト パターンは * です。 
デフォルト パターンは許可されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン パターンのアスタリスク（*）は、ゼロ個以上の数字と一致します。ドット（.）は、1 文字の数字 
のプレースホルダーとして機能します。ダイヤル パターンには、外線発信および長距離通話のアク 
セス コードを含めることができます。

デフォルト パターンの * には、デフォルトで 1 の優先順位が設定されています。管理者はこの設定     
を変更できます。

デバイスに割り当てられる電話番号をユーザが設定または変更しようとした場合、番号の桁数が許

容範囲内かどうかが確認されます。番号の桁数が許容範囲に収まっていない場合、ユーザはエラー

メッセージを受信します。

table-name パターン番号を指定する規制テーブル。

preference preference-number 規制テーブル内での、このストリングの順位。システムは、優

先順位に従ってストリングを検索します。順位は 1 から始まり、  
有効な値は 1 ～ 10 です。

pattern pattern-string 照合するダイヤル パターン。有効な文字は、数字の 0 ～ 9、ア    
スタリスク（*）、ドット（.）です。テーブルには、ダイヤル パ 
ターンを重複設定できます。

allowed このパターンの電話番号をメッセージ通知デバイスに割り当て

ることを許可します。

disallowed このパターンの電話番号をメッセージ通知デバイスに割り当て

ることを禁止します。

insert テーブルの適切な場所に、パターン番号を挿入します。 

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

3.0 このコマンドが変更され、設定する規制テーブルを指定できるように

なりました。
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番号の桁数が許容範囲内である場合、システムは、規制テーブルの最初のパターンから順に、ダイ

ヤル パターンと番号を比較してチェックします。番号が最初のパターンと一致しない場合、システ 
ムはテーブルにある次のパターン（優先順位 2）を確認し、一致するものが見つかるまで同様に繰 
り返します。一致が見つかった場合、パターン番号で指定されているとおりに、通話が許可または

制限されます。一致が見つからなかった場合、ユーザはエラー メッセージを受信します。デフォル 
ト パターンの * は、削除または変更できません。

デフォルト パターンの * は、デフォルトで allowed です。管理者はこの設定を変更できます。

優先順位番号が 1 未満または 11 以上の場合、エラー メッセージが表示されます。

insert を使用しない場合、システムは、指定の優先順位を持つ既存のパターン番号を新しいパター 
ン番号で置き換えます。指定の優先順位を持つ既存のパターン番号がない場合は、エラー メッセー 
ジが表示されます。

例 次の例では、市外局番 222 への通話を許可するパターン番号が作成されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# restriction fax-restrict dial-string preference 2 pattern 
91222....... allowed insert

関連コマンド コマンド 説明

restriction max-digits 規制される番号の最大桁数を指定します。

restriction min-digits 規制される番号の最小桁数を指定します。
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restriction max-digits
指定された規制テーブルの最大桁数を指定するには、Cisco Unity Express 設定モードで restriction    
max-digits コマンドを使用します。デフォルト値を使用するには、このコマンドの no 形式を使用し   
ます。

restriction table-name max-digits maximum-digits

no restriction table-name max-digits maximum-digits

シンタックスの説明

コマンド デフォルト 最大桁数は 1 です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン この値の適用対象は、電話デバイスと数字対応デバイスのみです。

最大桁数は、ユーザがメッセージ通知を受信するデバイスに割り当てる電話番号に適用されます。

デバイスに割り当てられる電話番号をユーザが設定または変更しようとした場合、番号の桁数が許

容範囲内かどうかが確認されます。番号の桁数が許容範囲に収まっていない場合、ユーザはエラー

メッセージを受信します。

例 次の例では、fax-restriction という規制テーブルで、メッセージ通知の電話番号の最大桁数が 12 に   
設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# restriction fax-restriction msg-notification max-digits 12

関連コマンド

table-name 最大桁数を指定する規制テーブル。

maximum-digits 通知電話番号の最大桁数を指定します。有効な値は 1 ～ 30 です。デフォルト    
は 1 です。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

3.0 このコマンドが変更され、設定する規制テーブルを指定できるように

なりました。

コマンド 説明

restriction min-digits 規制される番号の最小桁数を指定します。

show restriction-table 指定した規制テーブルに関する情報を表示します。
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restriction min-digits
指定された規制テーブルの最小桁数を指定するには、Cisco Unity Express 設定モードで restriction    
min-digits コマンドを使用します。デフォルト値を使用するには、このコマンドの no 形式を使用し   
ます。

restriction table-name min-digits minimum-digits

no restriction table-name min-digits minimum-digits

シンタックスの説明

コマンド デフォルト 最小桁数は 1 です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン この値の適用対象は、電話デバイスと数字対応デバイスのみです。

最小桁数は、ユーザがメッセージ通知を受信するデバイスに割り当てる電話番号に適用されます。

デバイスに割り当てられる電話番号をユーザが設定または変更しようとした場合、番号の桁数が許

容範囲内かどうかが確認されます。番号の桁数が許容範囲に収まっていない場合、ユーザはエラー

メッセージを受信します。

例 次の例では、fax-restriction という規制テーブルで、メッセージ通知の電話番号の最小桁数が 6 に設   
定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# restriction fax-restriction msg-notification min-digits 6

関連コマンド

table-name 最小桁数を指定する規制テーブル。

minimum-digits 通知電話番号の最小桁数を指定します。有効な値は 1 ～ 30 です。デフォルト    
は 1 です。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

3.0 このコマンドが変更され、設定する規制テーブルを指定できるように

なりました。

コマンド 説明

restriction max-digits 規制される番号の最大桁数を指定します。

show restriction-table 指定した規制テーブルに関する情報を表示します。
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script（ccn application）

security password

security password history depth

security password lockout enable

security password lockout policy

security password perm-lock max-attempts

security password temp-lock duration

security password temp-lock init-attempts

security password temp-lock max-attempts

security pin

security pin history depth

security pin lockout enable

security pin lockout policy

security pin perm-lock max-attempts

security pin temp-lock duration

security pin temp-lock init-attempts

security pin temp-lock max-attempts

security ssh

security ssh knownhost

service imap

service phone-authentication

service voiceview

service voiceview session terminate

session idletimeout（IMAP）

session idletimeout（VoiceView Express）
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session security

show backup

show backup history

show backup server

show calendar biz-schedule

show calendar holiday

show ccn application

show ccn call application

show ccn call fax incoming

show ccn call route

show ccn document：IVR のみ

show ccn engine

show ccn prompts

show ccn reporting historical

show ccn scripts

show ccn sip subscription mwi

show ccn status ccm-manager

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ

show ccn subsystem email：IVR のみ

show ccn subsystem fax：IVR のみ

show ccn subsystem jtapi

show ccn subsystem sip

show ccn trigger all

show ccn trigger http：IVR のみ

show ccn trigger jtapi

show ccn trigger sip

show clock detail

show crypto key

show fax configuration

show group detail groupname

show group profiles

show groups

show groups privileges

show hosts

show imap configuration
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show imap sessions

show interface ide

show ip route

show lists detail private

show lists detail public

show lists owner

show lists public

show log

show logging

show logs

show memory

show messaging-gateway

show network detail local

show network detail location id

show network locations

show network locations cached

show network locations configured

show network queues

show ntp associations

show ntp servers

show ntp source

show ntp status

show phone-authentication configuration

show privileges

show processes

show remote cache

show remote user detail

show remote users

show restriction-table

show running-config

show security detail

show security ssh

show smtp server

show software

show software directory
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show startup-config

show system language

show trace buffer

show trace store

show trace store-prev

show user detail username

show user profiles

show users

show version

show voicemail

show voicemail broadcast messages

show voicemail configuration

show voicemail conversation

show voicemail fax restriction-table

show voicemail live-record

show voicemail live-reply

show voicemail live-reply restriction-table

show voicemail messages future

show voicemail msg-notification restriction-table

show voicemail non-subscriber restriction-table

show voicemail notification

show voicemail notification owner

show voicemail notification owner cascade

show voicemail notification queue

show voicemail notification restriction-table

show voiceview configuration

show voiceview sessions

show webapp：IVR のみ

shutdown

smtp server address

software download abort

software download clean

software download server

software download status

software download upgrade
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software install clean

software install downgrade

software install upgrade

software remove

system language preferred
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script（ccn application）
アプリケーションで使用されるスクリプトを指定するには、Cisco Unity Express アプリケーション   
設定モードで script コマンドを使用します。スクリプトを削除するには、このコマンドの no 形式    
を使用します。

script script-name [description “description”]

no script script-name

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの説明は、スクリプトの名前です。

コマンド モード アプリケーション設定

コマンド履歴

例 次の例では、aa.aef ファイルが自動受付アプリケーションのスクリプトとして割り当てられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn application autoattendant
se-10-0-0-0(config-application)# script aa.aef description “AutoAttendant Script”
se-10-0-0-0(config-application)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

script-name アプリケーションで使用されるスクリプトを指定します。

description “description” （オプション）スクリプトの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。説明のデフォルト値は、スクリプト

の名前です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

ccn application ボイスメールや自動受付などの CCN アプリケーションを設定します。
show ccn application CCN アプリケーションの詳細を表示します。
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security password
パスワードの長さおよび有効期間をシステム全体にわたって設定するには、Cisco Unity Express 設   
定モードで security password コマンドを使用します。パスワードの長さおよび有効期間をシステム   
のデフォルトにリセットするには、このコマンドの no 形式または default 形式を使用します。

security password {length min password-length | expiry days password-days}

no security password {length min | expiry}

default security password length min

シンタックスの説明

デフォルト パスワードの長さ = 3 
パスワードは無期限に有効です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン システムのセキュリティを制御するには、パスワードの長さおよび有効期間をシステム全体ベース

で設定します。

 • 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を持つように、この値がシステム全体に適用されます。 

 • 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。

 • 有効期限は、パスワードが有効な時間（日数）です。この時間に達したら、ユーザは新しいパ

スワードを入力する必要があります。 

 • 有効期間が設定されていない場合、パスワードは無期限に有効です。

 • パスワードの有効期限は、PIN の有効期限と同じにする必要はありません。 

 • この設定値は、GUI の Defaults > User メニュー オプションを使用して設定することもできま      
す。

例 次の例では、パスワードの長さが 6 文字に、パスワードの有効期間が 60 日に設定されます。

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 password expiry days 60
se-10-0-0-0(config)# end

length min password-length すべてのユーザのパスワードの最小長。有効な値の範囲は 3 ～ 32   
です。

expiry days password-days ユーザのパスワードの最大有効日数。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と

なります。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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次の例では、パスワードの長さがシステムのデフォルトにリセットされます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# default security password length min
se-10-0-0-0(config)# end

次の例では、パスワードの有効期間がシステムのデフォルトにリセットされます。

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

関連コマンド コマンド 説明

security pin ローカル システムの PIN の長さと有効期間を設定します。
show security detail パスワードおよび PIN の設定を表示します。
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security password history depth
すべてのユーザに対して、各自のパスワード履歴リストに含まれていないパスワードを選択するよ

うに強制するには、Cisco Unity Express 設定モードで security password history depth コマンドを使        
用します。ユーザが任意のパスワードを選択できるようにするには、このコマンドの no 形式を使  
用します。

security password history depth depth

no security password history depth depth

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ユーザのパスワード履歴は追跡されません。履歴項目数のデフォルト値は 1 です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン security password history depth コマンドは、すべてのユーザに対して、各自のパスワード履歴リス    
トに含まれていないパスワードを選択するように強制する場合に Cisco Unity Express 設定モードで    
使用します。新しいパスワードと比較される、ユーザの過去のパスワードの数も指定する必要があ

ります。この値が「depth」で、1 ～ 10 の整数です。

例 次の例では、パスワード履歴の項目数が 6 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security password history depth 6

関連コマンド

depth 新しいパスワードと比較される、ユーザの過去のパスワードの数を指定します。

範囲は 1 ～ 10 です。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表示します。
show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータスを表示し    

ます。
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security password lockout enable
パスワード ロックアウト機能を有効にするには、Cisco Unity Express 設定モードで security     
password lockout enable コマンドを使用します。パスワード ロックアウト機能を無効にするには、    
このコマンドの no 形式を使用します。

security password lockout enable

no security password lockout enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト パスワード ロックアウト機能は無効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン security password lockout enable コマンドは、パスワード ロックアウト機能を有効にする場合に     
Cisco Unity Express 設定モードで使用します。パスワードのロックアウトを無効にするには、この   
コマンドの no 形式を使用します。ロックアウトが無効になっている場合は、show security details    
コマンドを実行したときに、パスワード ロックアウト機能に関する情報が表示されません。

例 次の例では、パスワード ロックアウト機能を有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security password lockout enable

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表示します。
show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータスを表示し    

ます。
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security password lockout policy
ログイン試行の失敗回数が最大数に達した場合に、ユーザを無期限または一時的にロックアウトす

るかどうかを指定するには、Cisco Unity Express 設定モードで security password lockout policy コマ        
ンドを使用します。設定をデフォルトに戻し、ロックアウト ポリシーを「temporary」に設定するに 
は、このコマンドの no 形式を使用します。

security password lockout policy {perm-lock | temp-lock}

no security password lockout policy {perm-lock | temp-lock}

シンタックスの説明

コマンド デフォルト  • ロックアウト ポリシーは temp-lock に設定されています。 

 • ロックアウト期間は 5 分に設定されています。 

 • 初期ログイン試行回数は 3 に設定されています。

 • 最大ログイン試行回数は 24 に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン security password lockout policy コマンドは、ログイン試行の失敗回数が最大数に達した場合に、    
ユーザを無期限または一時的にロックアウトするかどうかを指定する場合に Cisco Unity Express 設    
定モードで使用します。アカウントがロックされた場合、アカウントのロックを解除し、パスワー

ドをリセットできるのは管理者のみです。 

ポリシーを一時的ロックから無期限ロックに変更する場合、一時的ロックの設定値はすべてリセッ

トされます。このコマンドの no 形式を使用すると、無期限ロックの最大試行回数がリセットされ、  
ポリシーが temp-lock に設定されます。

例 次の例では、ロックアウト ポリシーが perm-lock に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security password lockout policy perm-lock

関連コマンド

perm-lock ユーザは、ログイン試行の失敗回数が最大数に達した場合、無期限でロック

アウトされます。

temp-lock ユーザは、ログイン試行の失敗回数が最大数に達した場合、一時的にロック

アウトされます。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表示します。
show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータスを表示し    

ます。
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security password perm-lock max-attempts
無期限ロックアウト実行のトリガーとなる最大ログイン試行失敗回数を設定するには、Cisco Unity 
Express 設定モードで security password perm-lock max-attempts コマンドを使用します。最大ログ      
イン試行失敗回数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

security password perm-lock max-attempts no_of_max_attempts

no security password perm-lock max-attempts no_of_max_attempts

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ログイン試行の最大失敗回数は 24 に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、ロックアウト ポリシーが perm-lock に設定されている必要がありま   
す。

security password perm-lock max-attempts コマンドは、アカウントを無期限でロックアウトするま    
での最大ログイン試行失敗回数を設定する場合に、Cisco Unity Express 設定モードで使用します。ア   
カウントがロックされた場合、アカウントのロックを解除し、パスワードをリセットできるのは管

理者のみです。 

有効な範囲は 1 ～ 200 です。

例 次の例では、ログイン試行の最大失敗回数が 6 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security password perm-lock max-attempts 6

関連コマンド

no_of_max_attempts ログイン試行の最大失敗回数。この回数に達すると無期限ロックアウ

トが実行されます。範囲は 1 ～ 200 です。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表示します。
show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータスを表示し    

ます。
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security password temp-lock duration
一時的ロックアウトの初期ロックアウト期間を設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで   
security password temp-lock duration コマンドを使用します。初期ロックアウト期間を削除するに    
は、このコマンドの no 形式を使用します。

security password temp-lock duration duration

no security password temp-lock duration duration

シンタックスの説明

コマンド デフォルト 初期ロックアウト期間は 5 分に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、ロックアウト ポリシーが temp-lock に設定されている必要がありま   
す。

security password temp-lock duration コマンドは、一時的ロックアウトの初期ロックアウト期間を    
設定する場合に Cisco Unity Express 設定モードで使用します。アカウントがロックされた場合、ア    
カウントのロックを解除し、パスワードをリセットできるのは管理者のみです。 

有効な範囲は未定です。 

例 次の例では、初期ロックアウト期間が 10 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security password temp-lock duration 10

関連コマンド

duration 一時的ロックアウトの初期ロックアウト期間（分単位）。有効な範囲は 1 ～無  
限大です。 

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表示します。
show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータスを表示し    

ます。
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security password temp-lock init-attempts
一時的ロックアウト実行のトリガーとなる初期ログイン試行失敗回数を設定するには、Cisco Unity 
Express 設定モードで security password temp-lock init-attempts コマンドを使用します。初期ログイ      
ン試行失敗回数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

security password temp-lock init-attempts no_of_init_attempts

no security password temp-lock init-attempts no_of_init_attempts

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ログイン試行の初期失敗回数は 3 に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、ロックアウト ポリシーが temp-lock に設定されている必要がありま   
す。

security password temp-lock init-attempts コマンドは、アカウントを一時的にロックアウトするまで    
の初期ログイン試行失敗回数を設定する場合に Cisco Unity Express 設定モードで使用します。一時    
的ロックアウトの適用期間は、security password temp-lock duration コマンドで指定します。 

初期ログイン試行回数は、 コマンドで指定する最大試行回数以下にする必要があります。有効な範 
囲は 1 ～ max_attempts の値です。 

例 次の例では、ログイン試行の初期失敗回数が 6 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security password temp-lock init-attempts 6

関連コマンド

no_of_init_attempts ログイン試行の初期失敗回数。この回数に達すると一時的ロックアウ

トが実行されます。範囲は 1 ～ max_attempts の値です。 

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

security password temp-lock duration 一時的ロックアウトの初期ロックアウト期間を設定しま

す。 

ログイン試行失敗の最大回数を設定します。この回数に

達すると一時的ロックアウトが実行されます。

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表  
示します。

show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータ    
スを表示します。
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security password temp-lock max-attempts
一時的ロックアウト実行のトリガーとなる最大ログイン試行失敗回数を設定するには、Cisco Unity 
Express 設定モードで security password temp-lock max-attempts コマンドを使用します。最大ログイ      
ン試行失敗回数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

security password temp-lock max-attempts no_of_max_attempts

no security password temp-lock max-attempts no_of_max_attempts

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ログイン試行の最大失敗回数は 24 に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、ロックアウト ポリシーが temp-lock に設定されている必要がありま   
す。

security password temp-lock max-attempts コマンドは、アカウントを一時的にロックアウトするま    
での最大ログイン試行失敗回数を設定する場合に、Cisco Unity Express 設定モードで使用します。ア   
カウントがロックされた場合、アカウントのロックを解除し、パスワードをリセットできるのは管

理者のみです。 

有効な範囲は、設定されている初期試行回数から 200 までです。

例 次の例では、ログイン試行の最大失敗回数が 6 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security password temp-lock max-attempts 6

関連コマンド

no_of_max_attempts ログイン試行の最大失敗回数。この回数に達すると一時的ロックアウ

トが実行されます。範囲は、設定されている初期試行回数から 200 ま  
でです。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表示します。
show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータスを表示し    

ます。
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security pin
Personal Identification Number（PIN; 個人識別番号）の長さおよび有効期間をシステム全体にわたっ   
て設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで security pin コマンドを使用します。PIN の長さ       
および有効期間をシステムのデフォルトにリセットするには、このコマンドの no 形式または  
default 形式を使用します。

security pin {length min pin-length | expiry days pin-days}

no security pin {length min | expiry}

default security pin length min

シンタックスの説明

デフォルト PIN の長さ = 3 
PIN は無期限に有効です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン システムのセキュリティを制御するには、PIN の長さおよび有効期間をシステム全体ベースで設定 
します。

 • 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 PIN を持つように、この値がシステム全体に適用されます。 

 • PIN の長さは、パスワードの長さと同じにする必要はありません。

 • 有効期限は、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 PIN を入   
力する必要があります。 

 • 有効期限が設定されていない場合、PIN は無期限に有効です。

 • PIN の有効期限は、パスワードの有効期限と同じにする必要はありません。 

 • この設定値は、GUI の Defaults > User メニュー オプションを使用して設定することもできま      
す。

例 次の例では、PIN の長さが 5 文字に、PIN の有効期間が 45 日に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security pin length min 5
se-10-0-0-0(config)# security pin expiry days 45
se-10-0-0-0(config)# end

次の例では、PIN の長さがシステムのデフォルトにリセットされます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# default security pin length min
se-10-0-0-0(config)# end

length min pin-length すべてのユーザの PIN の最小長。有効な値の範囲は 3 ～ 16 です。
expiry days pin-days ユーザの PIN の最大有効日数。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 は無期限に有効となります。

Cisco Unity Express 
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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次の例では、PIN の有効期間がシステムのデフォルトにリセットされます。

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

関連コマンド コマンド 説明

security password ローカル システムのパスワードの長さと有効期間を設定します。
show security detail パスワードおよび PIN の設定を表示します。
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security pin history depth
すべてのユーザに対して、各自の PIN 履歴リストに含まれていない PIN を選択するように強制する    
には、Cisco Unity Express 設定モードで security pin history depth コマンドを使用します。ユーザが        
任意の PIN を選択できるようにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

security pin history depth depth

no security pin history depth depth

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ユーザの PIN 履歴は追跡されません。履歴項目数のデフォルト値は 1 です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン security pin history depth コマンドは、すべてのユーザに対して、各自の PIN 履歴リストに含まれて      
いない PIN を選択するように強制する場合に Cisco Unity Express 設定モードで使用します。新しい      
PIN と比較される、ユーザの過去の PIN の数も指定する必要があります。この値が「depth」で、1 ～    
10 の整数です。

例 次の例では、PIN 履歴の項目数が 6 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security pin history depth 6

関連コマンド

depth 新しい PIN と比較される、ユーザの過去の PIN の数を指定します。範囲は 1 ～      
10 です。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表示します。
show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータスを表示し    

ます。
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security pin lockout enable
PIN ロックアウト機能を有効にするには、Cisco Unity Express 設定モードで security pin lockout       
enable コマンドを使用します。PIN ロックアウト機能を無効にするには、このコマンドの no 形式    
を使用します。

security pin lockout enable

no security pin lockout enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト PIN ロックアウト機能は無効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン security pin lockout enable コマンドは、PIN ロックアウト機能を有効にする場合に Cisco Unity       
Express 設定モードで使用します。PIN のロックアウトを無効にするには、このコマンドの no 形式    
を使用します。ロックアウトが無効になっている場合は、show security details コマンドを実行した   
ときに、PIN ロックアウト機能に関する情報が表示されません。

例 次の例では、PIN ロックアウト機能を有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security pin lockout enable

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表示します。
show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータスを表示し    

ます。
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security pin lockout policy
ログイン試行の失敗回数が最大数に達した場合に、ユーザを無期限または一時的にロックアウトす

るかどうかを指定するには、Cisco Unity Express 設定モードで security pin lockout policy コマンドを        
使用します。設定をデフォルトに戻し、ロックアウト ポリシーを「temporary」に設定するには、こ 
のコマンドの no 形式を使用します。

security pin lockout policy {perm-lock | temp-lock}

no security pin lockout policy {perm-lock | temp-lock}

シンタックスの説明

コマンド デフォルト  • ロックアウト ポリシーは temp-lock に設定されています。 

 • ロックアウト期間は 5 分に設定されています。 

 • 初期ログイン試行回数は 3 に設定されています。

 • 最大ログイン試行回数は 24 に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン security pin lockout policy コマンドは、ログイン試行の失敗回数が最大数に達した場合に、ユーザ    
を無期限または一時的にロックアウトするかどうかを指定するために Cisco Unity Express 設定モー    
ドで使用します。アカウントがロックされた場合、アカウントのロックを解除し、PIN をリセット 
できるのは管理者のみです。 

ポリシーを一時的ロックから無期限ロックに変更する場合、一時的ロックの設定値はすべてリセッ

トされます。このコマンドの no 形式を使用すると、無期限ロックの最大試行回数がリセットされ、  
ポリシーが temp-lock に設定されます。

例 次の例では、ロックアウト ポリシーが perm-lock に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security pin lockout policy perm-lock

関連コマンド

perm-lock ユーザは、ログイン試行の失敗回数が最大数に達した場合、無期限でロック

アウトされます。

temp-lock ユーザは、ログイン試行の失敗回数が最大数に達した場合、一時的にロック

アウトされます。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表示します。
show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータスを表示し    

ます。
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security pin perm-lock max-attempts
無期限ロックアウト実行のトリガーとなる最大ログイン試行失敗回数を設定するには、Cisco Unity 
Express 設定モードで security pin perm-lock max-attempts コマンドを使用します。最大ログイン試      
行失敗回数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

security pin perm-lock max-attempts no_of_max_attempts

no security pin perm-lock max-attempts no_of_max_attempts

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ログイン試行の最大失敗回数は 24 に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、ロックアウト ポリシーが perm-lock に設定されている必要がありま   
す。

security pin perm-lock max-attempts コマンドは、アカウントを無期限でロックアウトするまでの最    
大ログイン試行失敗回数を設定する場合に、Cisco Unity Express 設定モードで使用します。アカウ   
ントがロックされた場合、アカウントのロックを解除し、PIN をリセットできるのは管理者のみで 
す。 

有効な範囲は 1 ～ 200 です。

例 次の例では、ログイン試行の最大失敗回数が 6 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security pin perm-lock max-attempts 6

関連コマンド

no_of_max_attempts ログイン試行の最大失敗回数。この回数に達すると無期限ロックアウ

トが実行されます。範囲は 1 ～ 200 です。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表示します。
show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータスを表示し    

ます。
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security pin temp-lock duration
一時的ロックアウトの初期ロックアウト期間を設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで   
security pin temp-lock duration コマンドを使用します。初期ロックアウト期間を削除するには、こ    
のコマンドの no 形式を使用します。

security pin temp-lock duration duration

no security pin temp-lock duration duration

シンタックスの説明

コマンド デフォルト 初期ロックアウト期間は 5 に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、ロックアウト ポリシーが temp-lock に設定されている必要がありま   
す。

security pin temp-lock duration コマンドは、一時的ロックアウトの初期ロックアウト期間を設定す    
る場合に Cisco Unity Express 設定モードで使用します。アカウントがロックされた場合、アカウン    
トのロックを解除し、PIN をリセットできるのは管理者のみです。 

有効な範囲は未定です。 

例 次の例では、初期ロックアウト期間が 10 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security pin temp-lock duration 10

関連コマンド

duration 一時的ロックアウトの初期ロックアウト期間（分単位）。有効な範囲は 1 ～無  
限大です。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表示します。
show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータスを表示し    

ます。
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security pin temp-lock init-attempts
一時的ロックアウト実行のトリガーとなる初期ログイン試行失敗回数を設定するには、Cisco Unity 
Express 設定モードで security pin temp-lock init-attempts コマンドを使用します。初期ログイン試行      
失敗回数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

security pin temp-lock init-attempts no_of_init_attempts

no security pin temp-lock init-attempts no_of_init_attempts

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ログイン試行の初期失敗回数は 3 に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、ロックアウト ポリシーが temp-lock に設定されている必要がありま   
す。

security pin temp-lock init-attempts コマンドは、アカウントを一時的にロックアウトするまでの初    
期ログイン試行失敗回数を設定する場合に、Cisco Unity Express 設定モードで使用します。一時的   
ロックアウトの適用期間は、security pin temp-lock duration コマンドで指定します。

初期ログイン試行回数は、 コマンドで設定する最大試行回数以下にする必要があります。 

有効な範囲は、1 から、設定されている最大試行回数までです。 

例 次の例では、ログイン試行の初期失敗回数が 6 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security pin temp-lock init-attempts 6

関連コマンド

no_of_init_attempts ログイン試行の初期失敗回数。この回数に達すると一時的ロックアウトが

実行されます。範囲は、1 から、設定されている最大試行回数までです。 

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

security pin temp-lock duration 一時的ロックアウトの初期ロックアウト期間を設定しま

す。 
security pin temp-lock max-attempts ログイン試行失敗の最大回数を設定します。この回数に

達すると一時的ロックアウトが実行されます。

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表  
示します。

show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータ    
スを表示します。
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security pin temp-lock max-attempts
一時的ロックアウト実行のトリガーとなる最大ログイン試行失敗回数を設定するには、Cisco Unity 
Express 設定モードで security pin temp-lock max-attempts コマンドを使用します。最大ログイン試      
行失敗回数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

security pin temp-lock max-attempts no_of_max_attempts

no security pin temp-lock max-attempts no_of_max_attempts

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ログイン試行の最大失敗回数は 24 に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、ロックアウト ポリシーが temp-lock に設定されている必要がありま   
す。

security pin temp-lock max-attempts コマンドは、アカウントを一時的にロックアウトするまでの最    
大ログイン試行失敗回数を設定する場合に、Cisco Unity Express 設定モードで使用します。アカウ   
ントがロックされた場合、アカウントのロックを解除し、PIN をリセットできるのは管理者のみで 
す。 

有効な範囲は、設定されている初期試行回数から 200 までです。

例 次の例では、ログイン試行の最大失敗回数が 6 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security pin temp-lock max-attempts 6

関連コマンド

no_of_max_attempts ログイン試行の最大失敗回数。この回数に達すると一時的ロックアウトが

実行されます。範囲は、設定されている初期試行回数から 200 までです。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show security detail パスワードおよび PIN に関するシステム全体の設定を表示します。
show user auth username 特定ユーザの PIN およびパスワード ログイン ステータスを表示し    

ます。
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security ssh
SSH の長さおよび有効期間をシステム全体にわたって設定するには、Cisco Unity Express 設定モー    
ドで security ssh コマンドを使用します。SSH の長さおよび有効期間をシステムのデフォルトにリ    
セットするには、このコマンドの no 形式または default 形式を使用します。

security ssh {length min ssh-length | expiry days ssh-days}

no security ssh {length min | expiry}

default security ssh length min

シンタックスの説明

デフォルト SSH の長さ = 3 
SSH は無期限に有効です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン システムのセキュリティを制御するには、SSH の長さおよび有効期間をシステム全体ベースで設定 
します。

 • 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 SSH を持つように、この値がシステム全体に適用されます。 

 • SSH の長さは、パスワードの長さと同じにする必要はありません。

 • 有効期限は、SSH 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 SSH を入   
力する必要があります。 

 • 有効期限が設定されていない場合、SSH は無期限に有効です。

 • SSH の有効期限は、パスワードの有効期限と同じにする必要はありません。 

 • この設定値は、GUI の Defaults > User メニュー オプションを使用して設定することもできま      
す。

例 次の例では、SSH の長さが 5 文字に、SSH の有効期間が 45 日に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security ssh length min 5
se-10-0-0-0(config)# security ssh expiry days 45
se-10-0-0-0(config)# end

次の例では、SSH の長さがシステムのデフォルトにリセットされます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# default security ssh length min
se-10-0-0-0(config)# end

length min ssh-length すべてのユーザの SSH の最小長。有効な値の範囲は 3 ～ 16 です。
expiry days ssh-days ユーザの SSH の最大有効日数。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、SSH は無期限に有効となります。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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次の例では、SSH の有効期間がシステムのデフォルトにリセットされます。

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

関連コマンド コマンド 説明

security password ローカル システムのパスワードの長さと有効期間を設定します。
show security detail パスワードおよび SSH の設定を表示します。
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security ssh knownhost
SSH（セキュア シェル）サーバのホスト キーの MD5（メッセージ ダイジェスト アルゴリズム 5）      
フィンガープリントおよびタイプを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで security ssh コ      
マンドを使用します。MD5 フィンガープリントを削除するには、このコマンドの no 形式を使用し   
ます。

security ssh knownhost host {ssh-rsa | ssh-dsa} fingerprint-string

no security ssh knownhost host {ssh-rsa | ssh-dsa} fingerprint-string

シンタックスの説明

コマンド デフォルト 指定したホストに対するサーバ認証は実行されません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン security ssh コマンドは、SSH サーバのホスト キーの MD5 フィンガープリントを設定する場合に、      
Cisco Unity Express 設定モードで使用します。フィンガープリントが設定されている場合、設定済   
みのフィンガープリントと SSH サーバから返されるフィンガープリントをローカルの SSH/SFTP   
クライアントが比較して、サーバ認証を実行します。 

host 引数には、ホスト名と IP アドレスのいずれも使用できます。

フィンガープリントが設定されていない場合、サーバ認証は実行されません。フィンガープリント

は、write コマンドを使用してもスタートアップ コンフィギュレーションに保存されません。

例 次の例では、SSH-RSA サーバのホスト キーの MD5 フィンガープリントを指定しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security ssh knownhost server.cisco.com ssh-rsa 
a5:3a:12:6d:e9:48:a3:34:be:8f:ee:50:30:e5:e6:c3

関連コマンド

host SSH サーバのホスト名または IP アドレス。
ssh-rsa SSH サーバのホスト キーのこのフィンガープリントの作成に、RSA 暗号化ア   

ルゴリズムが使用されたことを示します。

ssh-dsa SSH サーバのホスト キーのこのフィンガープリントの作成に、デジタル署名  
アルゴリズム（DSA; Digital Signature Algorithm）が使用されたことを示します。

fingerprint-string MD5 フィンガープリントの文字列。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

backup server authenticate バックアップ サーバのホスト キーのフィンガープリントを取得し  
ます。

show security ssh 設定されている SSH（セキュア シェル）サーバ、およびそのフィ  
ンガープリントのリストを表示します。
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service imap
IMAP のパラメータを設定するための IMAP 設定モードを開始するには、Cisco Unity Express 設定      
モードで service imap コマンドを使用します。IMAP のパラメータをすべてデフォルト値に設定し、    
IMAP 機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

service imap

no service imap

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM ではこのコマンドは使用できません。

例 次の例では、IMAP 設定モードを開始しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# service imap
se-10-0-0-0(config-imap)# 

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

enable（IMAP） IMAP 機能を有効にします。
groupname ボイスメール グループのパラメータを設定します。

maxsessions（IMAP） 同時に使用できる IMAP セッションの最大数を設定します。

session idletimeout（IMAP） IMAP セッションのアイドル タイムアウト値を指定します。
session security IMAP クライアント接続のタイプを設定します。
show imap configuration すべての IMAP 構成パラメータを表示します。
show imap sessions アクティブな IMAP セッションをすべて表示します。
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service phone-authentication
VoiceView Express 認証モードを開始するには、Cisco Unity Express 設定モードで service phone- 
authentication コマンドを使用します。サービス電話機認証を無効にするには、このコマンドの no  
形式を使用します。

service phone-authentication

no service phone-authentication

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルト値はありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM ではこのコマンドは使用できません。

例 次の例では、VoiceView Express 認証モードを開始しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# service phone-authentication
se-10-0-0-0(config-phone-authentication)# 

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

enable（VoiceView Express） VoiceView Express 機能を有効にします。

fallback-url（Cisco Unified 
Communications Manager Express のみ）

フォールバック認証サーバを設定します。

service voiceview VoiceView Express 設定モードを開始します。
service voiceview session terminate アクティブな VoiceView Express セッションを終了し   

ます。

session idletimeout（VoiceView Express） VoiceView Express セッションのアイドル タイムアウ   
ト値を指定します。

show phone-authentication configuration VoiceView Express 電話機の認証パラメータを表示し  
ます。

show voiceview configuration すべての VoiceView Express 構成パラメータを表示し   
ます。

show voiceview sessions アクティブな VoiceView Express セッションをすべて   
表示します。
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service voiceview
VoiceView Express のパラメータを設定するための VoiceView Express 設定モードを開始するには、     
Cisco Unity Express 設定モードで service voiceview コマンドを使用します。VoiceView Express のパ        
ラメータをすべてデフォルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

service voiceview

no service voiceview

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト VoiceView Express のパラメータは、デフォルト値に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM ではこのコマンドは使用できません。

例 次の例では、VoiceView Express 設定モードを開始しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# service voiceview
se-10-0-0-0(config-voiceview)# 

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

enable（VoiceView Express） VoiceView Express 機能を有効にします。

fallback-url（Cisco Unified 
Communications Manager Express のみ）

フォールバック認証サーバを設定します。

service phone-authentication VoiceView Express 電話機認証モードを開始します。
service voiceview session terminate アクティブな VoiceView Express セッションを終了し   

ます。

session idletimeout（VoiceView Express） VoiceView Express セッションのアイドル タイムアウ   
ト値を指定します。

show phone-authentication configuration VoiceView Express 電話機の認証パラメータを表示し  
ます。

show voiceview configuration すべての VoiceView Express 構成パラメータを表示し   
ます。

show voiceview sessions アクティブな VoiceView Express セッションをすべて   
表示します。
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service voiceview session terminate
アクティブな VoiceView Express セッションを終了するには、Cisco Unity Express EXEC モードで       
service voiceview session terminate コマンドを使用します。

service voiceview session terminate mailbox mailbox-id

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM ではこのコマンドは使用できません。

メールボックスにアクティブな VoiceView Express セッションがない場合、またはメールボックス   
の ID が無効な場合は、エラー メッセージが表示されます。

このコマンドでは、セッションが終了したことを示すメッセージは表示されません。

例 次の例では、service voiceview session terminate コマンドを使用しています。

se-10-0-0-0# service voiceview session terminate mailbox user1
se-10-0-0-0# 

関連コマンド

mailbox mailbox-id アクティブな VoiceView Express セッションのあるメールボックスの ID。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

enable（VoiceView Express） VoiceView Express 機能を有効にします。

fallback-url（Cisco Unified 
Communications Manager Express のみ）

フォールバック認証サーバを設定します。

service phone-authentication VoiceView Express 電話機認証モードを開始します。
service voiceview VoiceView Express 設定モードを開始します。

session idletimeout（VoiceView Express） VoiceView Express セッションのアイドル タイムアウ   
ト値を指定します。

show phone-authentication configuration VoiceView Express 電話機の認証パラメータを表示し  
ます。

show voiceview configuration すべての VoiceView Express 構成パラメータを表示し   
ます。

show voiceview sessions アクティブな VoiceView Express セッションをすべて   
表示します。
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session idletimeout（IMAP）
IMAP セッションの無活動タイムアウト期間を設定するには、IMAP 設定モードで session   
idletimeout コマンドを使用します。アイドル タイムアウトをデフォルト値に設定するには、このコ  
マンドの no 形式または default 形式を使用します。

session idletimeout minutes

no session idletimeout

default session idletimeout

シンタックスの説明

デフォルト アイドル タイムアウトは 30 分です。

コマンド モード IMAP 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM ではこのコマンドは使用できません。

IMAP の構成パラメータを変更した後は、IMAP サーバを再起動して、新しいパラメータ値を有効  
にしてください。

例 次の例では、IMAP セッションのアイドル タイムアウト値が 45 分に設定されます。

se-10-0-0-0#config t
se-10-0-0-0(config)# service imap
se-10-0-0-0(config-imap)# session idletimeout 45

関連コマンド

minutes 各 IMAP セッションの無活動期間（分単位）。有効な値は 30 ～ 120 分です。      
デフォルト値は 30 分です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

enable（IMAP） IMAP 機能を有効にします。
groupname ボイスメール グループのパラメータを設定します。

maxsessions（IMAP） 同時に使用できる IMAP セッションの最大数を設定します。
service imap IMAP 設定モードを開始します。
session security IMAP クライアント接続のタイプを設定します。
show imap configuration すべての IMAP 構成パラメータを表示します。
show imap sessions アクティブな IMAP セッションをすべて表示します。
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session idletimeout（VoiceView Express）
VoiceView Express セッションの無活動タイムアウト期間を設定するには、VoiceView Express 設定    
モードで session idletimeout コマンドを使用します。アイドル タイムアウトをデフォルトに設定す    
るには、このコマンドの no 形式または default 形式を使用します。

session idletimeout minutes

no session idletimeout

default session idletimeout

シンタックスの説明

デフォルト アイドル タイムアウトは 5 分です。

コマンド モード VoiceView Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM ではこのコマンドは使用できません。

設定した期間（分単位）にわたって VoiceView Express セッションのアイドル状態が継続した場合、   
セッションは切断されます。 

このタイムアウトはシステム全体にわたるパラメータであり、個々のユーザおよびグループについ

ては設定できません。

例 次の例では、VoiceView Express セッションのアイドル タイムアウト値が 15 分に設定されます。

se-10-0-0-0#config t
se-10-0-0-0(config)# service voiceview
se-10-0-0-0(config-voiceview)# session idletimeout 15

関連コマンド

minutes 各 VoiceView Express セッションの無活動期間（分単位）。有効な値は 5 ～ 30      
分です。デフォルト値は 5 分です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

enable（VoiceView Express） VoiceView Express 機能を有効にします。

fallback-url（Cisco Unified 
Communications Manager Express のみ）

フォールバック認証サーバを設定します。

service phone-authentication VoiceView Express 電話機認証モードを開始します。
service voiceview VoiceView Express 設定モードを開始します。
service voiceview session terminate アクティブな VoiceView Express セッションを終了し   

ます。

show phone-authentication configuration VoiceView Express 電話機の認証パラメータを表示し  
ます。
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show voiceview configuration すべての VoiceView Express 構成パラメータを表示し   
ます。

show voiceview sessions アクティブな VoiceView Express セッションをすべて   
表示します。

コマンド 説明
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session security
IMAP クライアントからの許容する接続のタイプを設定するには、IMAP 設定モードで session   
security コマンドを使用します。接続タイプを none に設定するには、このコマンドの no 形式また     
は default 形式を使用します。

session security {ssl | none | mixed}

no session security

default session security

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値は none です。

コマンド モード IMAP 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM ではこのコマンドは使用できません。

接続タイプを設定するには、デフォルトのセキュリティ証明書およびプライベート キーをシステム 
に事前に配置する必要があります。この値のペアを生成するには、crypto key generate コマンドを   
使用します。

例 次の例では、IMAP 接続のタイプが SSL のみに設定されます。

se-10-0-0-0#config t
se-10-0-0-0(config)# service imap
se-10-0-0-0(config-imap)# session session ssl

関連コマンド

ssl IMAP クライアントからの SSL 接続のみを許可します。
none IMAP クライアントからの SSL 以外の接続のみを許可します。
mixed IMAP クライアントからの SSL 接続と SSL 以外の接続の両方を許可します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

crypto key generate 証明書とプライベート キーのペアを生成します。

enable（IMAP） IMAP 機能を有効にします。
groupname ボイスメール グループのパラメータを設定します。

maxsessions（IMAP） 同時に使用できる IMAP セッションの最大数を設定します。
service imap IMAP 設定モードを開始します。
session security IMAP セッションのアイドル タイムアウト値を指定します。
show imap configuration すべての IMAP 構成パラメータを表示します。
show imap sessions アクティブな IMAP セッションをすべて表示します。
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show backup
バックアップ ファイルの格納に使用されるサーバの情報を表示するには、Cisco Unity Express EXEC    
モードで show backup コマンドを使用します。

show backup

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、FTP サーバの URL、FTP サーバ上のユーザ アカウント、およびサーバ上に格納    
されるバックアップ ファイル リビジョン数を表示します。

例 次の例は、show backup コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show backup

Server URL:                             ftp://10.12.0.1/ftp
User Account on Server:
Number of Backups to Retain:            5

表 4 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

表 4 show backup のフィールドの説明

フィールド 説明

Server URL バックアップ サーバの IP アドレス。
User Account on Server （オプション）バックアップ サーバのユーザ ID。
Number of Backups to Retain 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上書き 

される）。

コマンド 説明

バックアップ データを選択し、バックアップ プロセスを開始します。
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show backup history
バックアップおよび復元の手順が成功したかどうかを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モー    
ドで show backup history コマンドを使用します。

show backup history

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、個々のバックアップ ファイル、ファイルのバックアップ ID、ファイルに格納さ  
れたデータのタイプ、およびバックアップ手順の成功または失敗を表示します。

例 次の例は、show backup history コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show backup history

Start Operation
Category:      Configuration
Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Backup
Backupid:      1
Restoreid:     -1
Description:   test backup 1
Date:          Sun Jun 13 12:23:38 PDT 1993
Result:        Failure
Reason:        Script execution failed: /bin/BR_VMConfg_backup.sh: returnvalue:1
 ; Server Url:ftp://10.100.10.215/CUE_backup: returnvalue:9 Unable to authenticate
#End Operation

#Start Operation
Category:      Data
Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Backup
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

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Backup
Backupid:      2
Restoreid:     -1
Description:   CUE test backup
Date:          Sun Jun 13 12:32:48 PDT 1993
Result:        Success
Reason:
#End Operation

#Start Operation
Category:      Data
Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Backup
Backupid:      2
Restoreid:     -1
Description:   CUE test backup
Date:          Sun Jun 13 12:32:57 PDT 1993
Result:        Success
Reason:
#End Operation

#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

表 5 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

表 5 show backup history のフィールドの説明 

フィールド 説明

Category バックアップされたファイルのタイプ（データ、設定、またはすべて）

を示します。

Backup Server バックアップ サーバのロケーション。
Operation 実行された操作のタイプ。

Backupid バックアップ ファイルの ID 番号。
Restoreid このファイルの復元に使用する ID。
Description （オプション）バックアップ手順の説明。

Date 操作が発生した日時（hh:mm:ss 形式）。
Result 操作の結果（成功または失敗）。

Reason 操作が失敗した場合に、失敗の理由が示されます。
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関連コマンド

show backup server
直近のバックアップ ファイルの詳細を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show      
backup server コマンドを使用します。

show backup server

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、バックアップ サーバ上の使用可能なバックアップ ファイルのリストを表示しま  
す。ファイルはカテゴリ別に分類され、各バックアップの日付とバックアップ ファイルの ID が示   
されます。バックアップ手順の成功または失敗については、show backup history コマンドを参照し   
てください。

コマンド 説明

backup バックアップ データを選択し、バックアップ プロセスを開始します。
show backup server バックアップ ファイルの ID を表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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例 次の例は、show backup server コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show 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: 

表 6 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 6 show backup server のフィールドの説明

フィールド 説明

Category バックアップ ファイルのタイプ。
Backupid バックアップ ファイルの ID 番号。
Date ファイルがバックアップされた日時（hh:mm:ss 形式）。
Description （オプション）バックアップ ファイルの説明。

コマンド 説明

backup バックアップ データを選択し、バックアップ プロセスを開始します。
show backup history バックアップおよび復元の手順が成功したかどうかを表示します。
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show calendar biz-schedule
営業時間のスケジュールを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show calendar      
biz-schedule コマンドを使用します。

show calendar biz-schedule {schedule-name | all}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 営業時間のスケジュールを作成する場合は、calendar biz-schedule コマンドを使用します。

例 次の例では、営業時間スケジュール holiday-season が表示されます。

se-10-0-0-0# show calendar biz-schedule holiday-season

******************************
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

schedule-name 表示する営業時間スケジュールの名前。

all ローカル システム上に設定されている営業時間スケジュールをすべて表示 
します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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次の例では、ローカル システム上に設定されている営業時間スケジュールがすべて表示されます。 
デフォルトのスケジュール SystemSchedule も含まれます。

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

関連コマンド コマンド 説明

calendar biz-schedule 営業時間スケジュールを作成します。

closed day 特定の曜日について、営業時間外となる時間帯を指定します。

open day 特定の曜日について、営業時間となる時間帯を指定します。
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show calendar holiday
ローカル システム上に設定されている休日を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで     
show calendar holiday コマンドを使用します。

show calendar holiday [all | year yyyy [month mm] | fixed]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、システムに設定されているすべての休日が表示されます。

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

********************************
           Year: 2004
********************************
February  14  FIXED  Valentine's day
September 04    Labor Day
November  01  FIXED
November  25    Thanksgiving
December  31  FIXED  New year's eve

********************************
           Year: 2005
********************************
February  14  FIXED  Valentine's day
July      04    July 4th
September 05    Labor Day
November  01  FIXED
November  24    Thanksgiving
December  25    Christmas
December  31  FIXED  New year's eve

次の例では、特定の年に設定されている休日が表示されます。

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

********************************
           Year: 2005
********************************
February  14  FIXED  Valentine's day
July      04    July 4th
September 05    Labor Day
November  01  FIXED
November  24    Thanksgiving
December  25    Christmas
December  31  FIXED  New year's eve

year yyyy （オプション）休日リストの年。ここで yyyy は 4 桁の年です。
month mm （オプション）休日リストの月。ここで mm は 2 桁の月です。
fixed （オプション）定休日のみを表示します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

3.0 このコマンドが変更され、定休日が表示されるようになりました。
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次の例では、特定の月の休日がすべて表示されます。

se-10-0-0-0# show calendar holiday year 2005 month 12

********************************
           Year: 2005
********************************
December  25    Christmas
December  31  FIXED  New year's eve

指定した年または月に休日が設定されていない場合は、次のようなメッセージが表示されます。

se-10-0-0-0# show calendar holiday year 2006

No holidays found for the specified year

次の例では、システムに設定されている定休日のみが表示されます。

se-10-0-0-0# show calendar holiday fixed

********************************
           Year: 2004
********************************
February  14  FIXED  Valentine's day
November  01  FIXED
December  31  FIXED  New year's eve

********************************
           Year: 2005
********************************
February  14  FIXED  Valentine's day
November  01  FIXED
December  31  FIXED  New year's eve

関連コマンド コマンド 説明

calendar holiday ローカル システム上に休日リストを作成します。
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show ccn application
現在設定されているアプリケーションを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show ccn      
application コマンドを使用します。

show ccn application

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show ccn application コマンドのサンプル出力を示しています。

cue-10-0-0-0# show ccn application

Name:                                   ciscomwiapplication
Description:                            ciscomwiapplication
Script:                                 setmwi.aef
ID number:                              0
Enabled:                                yes
Maximum number of sessions:             8
strMWI_OFF_DN:                          8001
strMWI_ON_DN:                           8000
CallControlGroupID:                     0

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

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

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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表 7 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 7 show ccn application のフィールドの説明

フィールド 説明

Name アプリケーションの名前。

Description アプリケーションの説明。

Script アプリケーション スクリプトのファイル名。
ID number 設定シーケンス番号の順序。

Enabled アクティブ ステータスの状態。
Maximum number of sessions アプリケーションが処理できる最大同時通話数。

logoutUri ボイスメール アプリケーションで実行する logout Voice XML スク     
リプトの場所。

uri ボイスメール アプリケーションで実行する login Voice XML スクリ     
プトの場所。

MaxRetry ユーザがサブメニュー オプションへの応答を間違えた場合に、何 
回間違えた時点でアプリケーションが通話を切断するか。

strMWI_OFF_DN MWI オフの内線番号。
strMWI_ON_DN MWI オンの内線番号。
CallControlGroupID シーケンス番号。

operExtn 発信者が 0 を押したときにダイヤルされる、自動受付オペレータの  
内線番号。

welcomePrompt 初期プロンプトのファイル名。

コマンド 説明

show ccn engine アプリケーション エンジン パラメータを表示します。
show ccn scripts 設定されているスクリプトを表示します。

show ccn subsystem sip 設定されているサブシステムを表示します。

show ccn trigger all アプリケーションの設定済みトリガーを表示します。
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show ccn call application
特定アプリケーションのアクティブな通話を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
show ccn call application コマンドを使用します。 

show ccn call application [all [subsystem {jtapi | sip}] |  
application-name [subsystem {jtapi | sip}]]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 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

all （オプション）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ます。

application-name （オプション）指定したアプリケーションのアクティブな通話を表示します。

subsystem jtapi （オプション）JTAPI サブシステムのアクティブな通話を表示します。
subsystem sip （オプション）SIP サブシステムのアクティブな通話を表示します。

リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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Destination Size :20
Destination Payload :G711ULAW64K
Media Source Address :10.4.39.135
Media Source Port :16904
Source Size :30
Source Payload :G711ULAW64K

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

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

 **** Details for route ID :1202 ****
 -------------------------------------

    ** Active Port #1:Call and Media info **
    ------------------------------------------
 
Port ID :3
Port Impl ID :16902
Port State :IN_USE
Call Id :242
Call Impl Id :92023CF-669811D6-8C50F237-80EC4A17@10.4.39.35
Call State :CALL_ANSWERED
Call active time(in seconds) :1
Application Associated :promptmgmt
Application Task Id :17000000123
Called Number :1202
Dialed Number :
Calling Number :1005
ANI :
DNIS :
CLID :sip:1005@10.4.39.35
Arrival Type :DIRECT
Last Redirected Number :
Original Called Number :
Original Dialed Number :

Media Id :5
Media State :IN_USE
Media Destination Address :10.4.39.35
Media Destination Port :18534
Destination Size :20
Destination Payload :G711ULAW64K
Media Source Address :10.4.39.135
Media Source Port :16902
Source Size :30
Source Payload :G711ULAW64K
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表 8 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 8 show ccn call application のフィールドの説明 

フィールド 説明

Port ID ポートの ID 番号。
Port Impl ID ポートの実装 ID。これはシステムの内部で生成される番号です。
Port State ポートのステータス。

Call Id 通話の ID 番号。
Call Impl Id 通話の実装 ID。これはシステムの内部で生成される番号です。
Call State 通話のステータス。

Call active time (in seconds) 通話がアクティブになっている時間の長さ（秒単位）。

Application Associated 通話に関連付けられているアプリケーション。

Application Task Id 通話に関連付けられているアプリケーション タスクの ID。
Called Number 発信先の電話番号または内線番号。

Dialed Number ダイヤルされた電話番号または内線番号。

Calling Number 発信元の電話番号または内線番号。

ANI 発信側の自動番号識別。

DNIS 着信側の着信番号識別サービス。

CLID 着信通話の発信者 ID。
Arrival Type 着信通話のタイプ。

Last Redirected Number 転送通話の場合に、通話を転送した番号が表示されます。

Original Called Number 転送通話の場合に、元の発信先番号が表示されます。

Original Dialed Number 転送通話の場合に、発信者によって当初にダイヤルされた番号が表

示されます。

Media Id メディアの ID。
Media State メディアのステータス。

Media Destination Address メディア宛先の IP アドレス。
Media Destination Port メディアのポート番号。

Destination Size 宛先のサイズ。

Destination Payload メディアのペイロード。

Media Source Address メディア送信元の IP アドレス。
Media Source Port メディア送信元のポート番号。

Source Size 送信元のサイズ。

Source Payload 送信元のペイロード。

コマンド 説明

ccn call terminate アクティブな通話を終了します。

show ccn call route 指定したルートのアクティブな通話を表示します。
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show ccn call fax incoming
着信 Cisco Unity Express IVR ファックスのアクティブな通話を表示するには、Cisco Unity Express       
IVR ユーザ EXEC モードで show ccn call fax incoming コマンドを使用します。 

show ccn call fax incoming

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、着信通話が録音されているときの着信ファックス通話のリストが表示されます。

se-10-0-0-0> show ccn call fax incoming 
Connect Time                  Sender              Receiver
=======================================================================
Mon Jan 15 12:56:26 PST 2007  1111                5000

1 incoming fax call(s)

表 9 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 9 show ccn call fax incoming のフィールドの説明 

フィールド 説明

Connect Time 着信ファックス セッションの接続が確立された時刻。
Sender 着信ファックス セッションの送信者の電話番号。
Receiver 着信ファックス セッションの受信者の電話番号。

コマンド 説明

ccn subsystem fax：IVR のみ Cisco Unity Express IVR ファックスの設定値を設定します。



S
show ccn call route   

277
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス     

OL-14012-01-J

show ccn call route
特定ルートのアクティブな通話を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show ccn call       
route コマンドを使用します。

show ccn call route [all [subsystem {jtapi | sip}] | route-address [subsystem {jtapi | sip}]]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ルート アドレスは、アプリケーションに対して設定されるトリガー番号です。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。 

例 次の例は、show ccn call route 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

Active Call Details for Subsystem :JTAPI 
-----------------------------------------

 **** Details for route ID :2200 ****
 -------------------------------------

    ** Active Port #1:Call and Media info **
    ------------------------------------------
 
Port ID :2
Port Impl ID :2225550150
Port State :IN_USE
Call Id :9
Call Impl Id :1566/1
Call State :CALL_ANSWERED
Call active time(in seconds) :12
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

all （オプション）すべてのルートのアクティブな通話を表示します。

route-address （オプション）指定したルートのアクティブな通話を表示します。

subsystem jtapi （オプション）JTAPI サブシステムのアクティブな通話を表示します。
subsystem sip （オプション）SIP サブシステムのアクティブな通話を表示します。

リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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Media State :IN_USE
Media Destination Address :172.16.59.11
Media Destination Port :22814
Destination Size :20
Destination Payload :G711ULAW64K
Media Source Address :10.4.14.133
Media Source Port :16388
Source Size :20
Source Payload :G711ULAW64K

    ** Active Port #2:Call and Media info **
    ------------------------------------------
 
Port ID :1
Port Impl ID :2225550151
Port State :IN_USE
Call Id :10
Call Impl Id :1567/1
Call State :CALL_ANSWERED
Call active time(in seconds) :12
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 
-----------------------------------------
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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 :
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

表 10 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

表 10 show ccn call route のフィールドの説明 

フィールド 説明

Port ID ポートの ID 番号。
Port Impl ID ポートの実装 ID。これはシステムの内部で生成される番号です。
Port State ポートのステータス。

Call Id 通話の ID 番号。
Call Impl Id 通話の実装 ID。これはシステムの内部で生成される番号です。
Call State 通話のステータス。

Call active time (in seconds) 通話がアクティブになっている時間の長さ（秒単位）。

Application Associated 通話に関連付けられているアプリケーション。

Application Task Id 通話に関連付けられているアプリケーション タスクの ID。
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関連コマンド

Called Number 発信先の電話番号または内線番号。

Dialed Number ダイヤルされた電話番号または内線番号。

Calling Number 発信元の電話番号または内線番号。

ANI 発信側の自動番号識別。

DNIS 着信側の着信番号識別サービス。

CLID 着信通話の発信者 ID。
Arrival Type 着信通話のタイプ。

Last Redirected Number 転送通話の場合に、通話を転送した番号が表示されます。

Original Called Number 転送通話の場合に、元の発信先番号が表示されます。

Original Dialed Number 転送通話の場合に、発信者によって当初にダイヤルされた番号が表

示されます。

Media Id メディアの ID。
Media State メディアのステータス。

Media Destination Address メディア宛先の IP アドレス。
Media Destination Port メディアのポート番号。

Destination Size 宛先のサイズ。

Destination Payload メディアのペイロード。

Media Source Address メディア送信元の IP アドレス。
Media Source Port メディア送信元のポート番号。

Source Size 送信元のサイズ。

Source Payload 送信元のペイロード。

表 10 show ccn call route のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

ccn call terminate アクティブな通話を終了します。

show ccn call application 指定したアプリケーションのアクティブな通話を表示します。

show ccn trigger all 現在設定されているトリガーを表示します。
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show ccn document：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR ドキュメントを表示するには、Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC モード        
で show ccn document コマンドを使用します。 

show ccn document {all | generic | template | tiff}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show ccn document all コマンドのサンプル出力を示しています。この出力では、ファイ    
ル拡張子が .txt および .tif のサンプル ドキュメントが一覧表示されます。

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

Name:                         template.txt
Language:                     en_US
Type:                         Template
Last Modified Date:           Wed Jan 24 16:36:57 EST 2007
Length in Bytes:              30

Name:                         larkin.tif
Language:                     en_US
Type:                         Tiff
Last Modified Date:           Wed Jan 24 12:47:26 EST 2007
Length in Bytes:              59939

Name:                         logo.tif
Language:                     en_US
Type:                         Tiff
Last Modified Date:           Wed Jan 24 14:02:22 EST 2007
Length in Bytes:              58804

Name:                         test.txt
Language:                     en_US
Type:                         Generic
Last Modified Date:           Wed Jan 24 16:36:55 EST 2007
Length in Bytes:              21

次の例は、show ccn document generic コマンドのサンプル出力を示しています。この出力では、ファ    
イル拡張子が .txt の一般的な形式のサンプル ドキュメントが一覧表示されます。

se-10-0-0-0> show ccn document generic

Name:                         test.txt
Language:                     en_US
Type:                         Generic
Last Modified Date:           Wed Jan 24 16:36:55 EST 2007
Length in Bytes:              21

all すべてのタイプのドキュメントを表示します。

generic 一般的な形式のドキュメントを表示します。

template テンプレート ドキュメントを表示します。
tiff Tagged Image File Format（TIFF）ドキュメントを表示します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。
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次の例は、show ccn document template コマンドのサンプル出力を示しています。この出力では、テ    
ンプレート ドキュメントのみが一覧表示されます。

se-10-0-0-0> show ccn document template

Name:                         template.txt
Language:                     en_US
Type:                         Template
Last Modified Date:           Wed Jan 24 16:36:57 EST 2007
Length in Bytes:              30

se-10-0-0-0> show ccn document tiff

Name:                         larkin.tif
Language:                     en_US
Type:                         Tiff
Last Modified Date:           Wed Jan 24 12:47:26 EST 2007
Length in Bytes:              59939

Name:                         logo.tif
Language:                     en_US
Type:                         Tiff
Last Modified Date:           Wed Jan 24 14:02:22 EST 2007
Length in Bytes:              58804

表 11 で、上の例に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 11 show ccn document のフィールドの説明 

フィールド 説明

Name ドキュメント ファイルの名前（ファイルの拡張子を含む）。
Language （オプション）ドキュメント ファイルの言語（xx_YY 形式）。
Type 次のいずれかのドキュメント ファイル タイプ。

 • Generic

 • Template

 • TIFF

Last Modified Date ドキュメントの最終更新日。形式は次のとおりです。

day of the week:month:date:hour:minute:second:timezone:year

Length in Bytes ドキュメントのサイズ（バイト単位）。

コマンド 説明

ccn copy document：IVR のみ Cisco Unity Express IVR システムにあるドキュメントを、指    
定した URL にコピーします。

ccn delete document：IVR のみ 既存のドキュメントを Cisco Unity Express IVR システムから     
削除します。
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show ccn engine
設定されている Cisco Unity Express ソフトウェア エンジンの詳細を表示するには、Cisco Unity      
Express EXEC モードで show ccn engine コマンドを使用します。

show ccn engine

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show ccn engine 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 engine

Maximum number of Tasks:                0
Maximum number of Steps:                1000

表 12 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

表 12 show ccn engine のフィールドの説明

フィールド 説明

Maximum number of Tasks Cisco Communication Network（CCN）エンジンが同時に処理できる  
タスクの最大数。

Maximum number of Steps 1 つのスクリプトで実行できる手順の最大数。スクリプトの実行中 
にこの最大数に達した場合は、実行が停止します。

コマンド 説明

show ccn application 設定されているアプリケーションを表示します。

show ccn scripts 設定されているスクリプトを表示します。

show ccn subsystem sip 設定されているサブシステムを表示します。

show ccn trigger all アプリケーションの設定済みトリガーを表示します。
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show ccn prompts
設定されている自動受付グリーティング プロンプト ファイルを表示するには、Cisco Unity Express    
EXEC モードで show ccn prompts コマンドを使用します。

show ccn prompts [language xx_YY]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、新しいプロンプト ファイルを設定する前に既存のファイル名を確認する場合や、 
プロンプトを削除する前に、削除対象のプロンプト ファイルの名前を確認する場合に使用します。

言語を指定しない状態でこのコマンドを使用した場合は、インストールされているすべての言語の

ユーザ プロンプトが表示されます。 

言語を指定してこのコマンドを使用した場合は、指定した言語のユーザ プロンプトのみが表示され 
ます。

Cisco Unity Express では、インストールできるのは 1 言語のみです。

例 次の例は、show ccn prompts 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 prompts

Name:                                   AAExtnOutOfService.wav
Language:                               de_DE
Last Modified Date:                     Thu Oct 21 a0:57:35 PDT 2004
Length:                                 25462

language xx_YY （オプション）プロンプトの言語。サポートされる言語のリストについては、

『Release Notes for Cisco Unity Express 2.3』を参照してください。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

2.0 language オプションが追加されました。
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表 13 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 13 show ccn prompts のフィールドの説明 

フィールド 説明

Name プロンプト ファイルの名前。
Language プロンプト ファイルの言語。
Last Modified Date プロンプト ファイルの最終更新日。
Length プロンプト ファイルの長さ（秒単位）。

コマンド 説明

ccn copy prompt 指定した URL にプロンプトをコピーします。
ccn delete prompt 指定したプロンプトを削除します。

voicemail default デフォルトのボイスメール言語を指定します。
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show ccn reporting historical
Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースのパラメータを表示するには、Cisco Unity     
Express IVR ユーザ EXEC モードで show ccn reporting historical コマンドを使用します。 

show ccn reporting historical

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show ccn reporting historical 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 reporting historical

Database Information
--------------------
Enabled    : Yes
Location   : Local
Connection : Active
Description: ac-milan-cue.localdomain
Node ID: 0
DB Usage: 0% (Thu Jan 25  04:00:04)

Purge Schedule
--------------
Daily Time: 4:00 AM
Data older than 365 days will be purged
Date of last completed purge: Thu Jan 25  04:00:04

Purge Capacity Configuration
----------------------------
Email Address:  
Warning Capacity: 85%
Purge Capacity: 90%
Oldest Days to purge: 7

表 14 で、上の例に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 14 show ccn reporting historical のフィールドの説明 

フィールド 説明

Database Information

Enabled レポート履歴データベースが有効になっているかどうかを

示します。

Location レポート履歴データベースの場所を示します。

Connection データベース接続がアクティブになっているかどうかを示

します。

Description ローカルのレポート履歴データベースの名前。

Node ID データベースのノード ID。
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関連コマンド

DB Usage 表示されている日時のデータベース使用状況（%）。
Database Purge Schedule

Daily Time 毎日の消去開始時刻。

Data older than 365 days will be purged データを消去するまでの日数。この日数に達すると、毎日の
消去スケジュールに従ってデータが消去されます。

Date of last completed purge データベース消去が完了した直近の日付。

Purge Capacity Configuration

E-mail Address データベースの使用容量が所定の値に達した場合に、警告が

送信される電子メール アドレス。
Warning Capacity データベースの使用容量（%）。この値以上になると、警告

の電子メールが送信されます。

Purge Capacity データベースの使用容量（%）。この値以上になると、デー
タベースに対して消去が実行されます。

Oldest Days to purge 古いデータを消去するまでの日数。この値に達すると、消去

の対象になります。

表 14 show ccn reporting historical のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

ccn reporting historical Cisco Unity Express IVR レポート履歴データベースの設定値を設定    
します。
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show ccn scripts
スクリプトのファイル名を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show ccn scripts コマ        
ンドを使用します。

show ccn scripts

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show ccn scripts 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 scripts

Name:                                   setmwi.aef
Description:                            setmwi.aef
Name:                                   voicebrowser.aef
Description:                            voicebrowser.aef
Name:                                   aa.aef
Description:                            aa.aef
se-10-0-0-0#

表 15 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

表 15 show ccn scripts のフィールドの説明

フィールド 説明

Name スクリプト ファイルの名前。
Description （オプション）スクリプト ファイルの説明。説明を設定しない場合、 

システムは説明にスクリプト名を使用します。

コマンド 説明

show ccn application 設定されているアプリケーションを表示します。

show ccn engine 設定されているアプリケーション エンジン パラメータを表示しま  
す。

show ccn prompts 設定されている自動受付プロンプト ファイルを表示します。
show ccn subsystem sip 設定されているサブシステムを表示します。

show ccn trigger all アプリケーションの設定済みトリガーを表示します。
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show ccn sip subscription mwi
すべてのアクティブな MWI サブスクリプションのリストを表示するには、Cisco Unity Express    
EXEC モードで show ccn sip subscription mwi コマンドを使用します。

show ccn sip subscription mwi

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show ccn sip subscription 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 sip subscription mwi

DN        Subscription Time                 Expires
5012      Mon May 24 2006 10:43:33 PDT 2006   3600
5011      Mon May 24 2006 10:43:33 PDT 2006   3600

次の例は、アクティブなサブスクリプションがない場合に表示されるメッセージを示しています。

se-10-0-0-0# show ccn sip subscription mwi

No active subscriptions.

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが、NM-CUE モジュールおよび NM-CUE-EC モジュール   
で導入されました。

コマンド 説明

ccn subsystem sip SIP 設定モードを開始します。
dtmf-relay SIP DTMF リレー メカニズムを設定します。
mwi sip Cisco Unity Express で使用される MWI 通知メカニズムを設定します。
show ccn subsystem sip DTMF リレー メカニズムを表示します。
transfer-mode Cisco Unity Express で SIP 通話に使用される転送モードを設定します。
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show ccn status ccm-manager
JTAPI サブシステムのステータスを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show ccn       
status ccm-manager コマンドを使用します。

show ccn status ccm-manager

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco Unity Express の JTAPI サブシステムは、このコマンドの出力に示された IP アドレスを持つ       
Cisco Unified Communications Manager システムに登録されます。

例 次の例は、このコマンドの出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn status ccm-manager

JTAPI Subsystem is currently registered with Call Manager 10.180.180.2

関連コマンド

リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

ccm-manager address Cisco Unified Communications Manager サーバの IP アドレスまたは      
ホスト名を設定します。

ccm-manager credentials Cisco Unified Communications Manager の JTAPI のユーザ名とパス      
ワードを指定します。

ccm-manager username Cisco Unified Communications Manager の JTAPI ユーザを指定しま      
す。



S
show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ     

291
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス     

OL-14012-01-J

show ccn subsystem edbs dbprofile：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）プロファイルのパ      
ラメータを表示するには、Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC モードで show ccn subsystem edbs        
dbprofile コマンドを使用します。

show ccn subsystem edbs dbprofile

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show ccn subsystem edbs dbprofile 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 subsystem edbs dbprofile all

Profile Name:                           msde_db
Status:                                 active
Database Type:                          MSSQL-MSDE
Database Name:                          manchester
Description:                            Manchester Test_db
Username:                               cisco
Password:                               *****
Hostname:                               myHost
Port:                                   1074
Enabled:                                yes
Maximum number of active connections:   8

表 16 で、上の例に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 16 show ccn subsystem edbs dbprofile のフィールドの説明

フィールド 説明

Profile Name データベース プロファイルの名前。
Status EDBS データベースがアクティブになっているかどうかを示しま 

す。

Database Type 基本データベースのタイプ。

Database Name EDBS データベースの名前。
Description EDBS データベースの説明。
Username EDBS データベースにアクセスするためのログイン ユーザ名。
Password EDBS データベースにアクセスするためのログイン パスワード。
Hostname EDBS データベースの DNS ホスト名または IP アドレス。
Port EDBS データベースのポート番号。
Enabled EDBS データベースが有効になっているかどうかを示します。
Maximum number of active 
connections

EDBS データベースへのアクティブな接続の最大数を示します。
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関連コマンド

show ccn subsystem email：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR の default-from 電子メール アドレスを表示する場合、またはキューに保持さ       
れている電子メールを表示する場合は、Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC モードで show ccn        
subsystem email コマンドを使用します。 

show ccn subsystem email [queue]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC

コマンド履歴

例 次の show ccn subsystem email コマンドのサンプル出力では、default-from 電子メール アドレスが表       
示されています。

se-10-0-0-0> show ccn subsystem email
Default From Address :                  localhost@localdomain.com

次の例は、電子メール メッセージがキュー モードで送信された場合の show ccn subsystem email      
queue コマンドのサンプル出力を示しています。

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

関連コマンド

コマンド 説明

show ccn subsystem sip Cisco Unity Express IVR EDBS のプロファイル名を設定します。

queue （オプション）電子メール メッセージがキュー モードで送信された場合に、  
キューに保持されている電子メール メッセージを表示します。生成された電子 
メール メッセージは、同期送信される場合とキュー モードで送信される場合が  
あります。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

ccn subsystem email：IVR のみ Cisco Unity Express IVR の電子メール機能を設定します。
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show ccn subsystem fax：IVR のみ
Cisco Unity Express IVR の default-from ファックス アドレスを表示する場合、またはファックス       
キューに保持されているファックスを表示する場合は、Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC モー      
ドで show ccn subsystem fax コマンドを使用します。 

show ccn subsystem fax [outbound queue]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC

コマンド履歴

例 次の show ccn subsystem fax コマンドのサンプル出力では、ファックスの default-from アドレスが表       
示されています。

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

ファックスは常にキュー モードで送信されます。次の例は、show ccn subsystem fax outbound queue      
コマンドのサンプル出力を示しています。

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

関連コマンド

outbound queue （オプション）ファックスは常にキュー モードで送信されます。発信ファッ 
クス キューに保持されているファックス メッセージを表示します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

ccn subsystem fax：IVR のみ Cisco Unity Express IVR のファックスを設定します。
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show ccn subsystem jtapi
JTAPI サブシステムのパラメータを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show ccn       
subsystem jtapi コマンドを使用します。 

show ccn subsystem jtapi

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、JTAPI のパラメータを表示しています。

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

Cisco Call Manager:                     10.30.40.50
CCM Username:                           admin
CCM Password:                           *****
Call Control Group 1 CTI ports:         7008,7009,7010

表 17 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.1 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュール（NM）、    
拡張統合モジュール（AIM）、および Cisco Unified Communications   
Manager 3.3(3) で導入されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

表 17 show ccn subsystem jtapi のフィールドの説明

フィールド 説明

Cisco Call Manager Cisco Unified Communications Manager サーバの IP アドレス。
CCM Username JTAPI のユーザ ID。
CCM Password JTAPI のユーザ パスワード。
Call Control Group 1 CTI ports Cisco Unified Communications Manager の CTI ポート。

コマンド 説明

ccm-manager address Cisco Unified Communications Manager サーバを指定します。
ccm-manager username JTAPI ユーザ ID およびパスワードを指定します。
ccn subsystem jtapi JTAPI 設定モードを開始します。
ctiport Cisco Unified Communications Manager の CTI ポートを指定します。
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show ccn subsystem sip
SIP サブシステムのパラメータを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show ccn       
subsystem sip コマンドを使用します。

show ccn subsystem sip

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show ccn subsystem sip コマンドのサンプル出力を示しています。

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

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

表 18 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

2.3 このコマンドが、NM-CUE モジュールおよび NM-CUE-EC モジュール   
で実装されました。出力表示の機能が拡張され、DTMF Relay、MWI 
Notification、および Transfer Mode の各オプションが含まれるようにな   
りました。

表 18 show ccn subsystem sip のフィールドの説明

フィールド 説明

SIP Gateway SIP ゲートウェイの IP アドレス。
SIP Port Number モジュールの SIP ポート番号。
DTMF Relay 着信および発信 DTMF 信号のリレーに関するオプション。
MWI Notification MWI のステータスを更新するメカニズム。
Transfer Mode 転送される通話の処理モード。

SIP RFC Compliance SIP RFC-3261 への準拠に関するステータス。
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関連コマンド コマンド 説明

ccn subsystem sip SIP 設定モードを開始します。
dtmf-relay SIP DTMF リレー メカニズムを設定します。
mwi sip Cisco Unity Express で使用される MWI 通知メカニズムを設定し     

ます。

show ccn application 設定されているアプリケーションを表示します。

show ccn engine 設定されているアプリケーション エンジン パラメータを表示  
します。

show ccn scripts 設定されているスクリプトを表示します。

show ccn sip subscription mwi アクティブな MWI サブスクリプションを表示します。
show ccn trigger all アプリケーションの設定済みトリガーを表示します。

transfer-mode Cisco Unity Express で SIP 通話に使用される転送モードを設定し     
ます。
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show ccn trigger all
現在設定されているトリガー タイプをすべて表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで     
show ccn trigger all コマンドを使用します。

show ccn trigger all

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン アプリケーションを削除する場合は、このコマンドを事前に使用して、アプリケーションに関連付

けられているトリガーを表示します。アプリケーションのトリガーをすべて削除する必要がありま

す。削除しない場合、トリガーとして設定されている着信通話が発生すると、アプリケーションが

呼び出されます。

例 次の例は、show ccn trigger 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 trigger all

Name:                         2001
Type:                         SIP
Application:                  promptmgmt
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 10000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   1

Name:                         6300
Type:                         SIP
Application:                  promptmgmt
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 10000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8

Name:                         mwiapp
Type:                         HTTP
Application:                  ciscomwiapplication
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 1000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   1

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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表 19 で、上の例に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 19 show ccn trigger all のフィールドの説明 

フィールド 説明

Name トリガーに使用する電話番号。

Type トリガーのタイプ。

Application トリガーに割り当てられているアプリケーション。

Locale アプリケーション プロンプトに使用する言語。
Idle Timeout アプリケーションがユーザの応答を待機する秒数。この秒数に

達した時点で、通話は切断されます。

Enabled アプリケーションの状態（アクティブまたは非アクティブ）。

Maximum number of sessions アプリケーションが同時に処理できる通話の数。

コマンド 説明

ccn trigger sip phonenumber アプリケーションのトリガーを設定します。
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show ccn trigger http：IVR のみ
設定されている Cisco Unity Express HTTP IVR トリガーを表示するには、Cisco Unity Express IVR        
ユーザ EXEC モードで show ccn trigger http コマンドを使用します。

show ccn trigger http

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン アプリケーションを削除する場合は、show ccn trigger all コマンドを事前に使用して、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表示します。アプリケーションのトリガーをすべ

て削除する必要があります。削除しない場合、トリガーとして設定されている着信通話が発生する

と、アプリケーションが起動します。

例 次の例は、show ccn trigger http 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 trigger http

Name:                         mwiapp
Type:                         HTTP
Application:                  ciscomwiapplication
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 1000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   1

表 20 で、上の例に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 20 show ccn trigger all のフィールドの説明 

フィールド 説明

Name トリガーに使用する電話番号。

Type トリガーのタイプ。

Application トリガーに割り当てられているアプリケーション。

Locale アプリケーション プロンプトに使用する言語。
Idle Timeout アプリケーションがユーザの応答を待機する秒数。この秒数に

達した時点で、通話は切断されます。

Enabled アプリケーションの状態（アクティブまたは非アクティブ）。

Maximum number of sessions アプリケーションが同時に処理できる通話の数。

コマンド 説明

ccn trigger http：IVR のみ Cisco Unity Express IVR の HTTP ベース URL およびアプリケー        
ション トリガーを設定します。
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show ccn trigger jtapi
現在設定されている Java Telephony API（JTAPI）トリガー タイプを表示するには、Cisco Unity Express      
EXEC モードで show ccn trigger jtapi コマンドを使用します。

show ccn trigger jtapi

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン アプリケーションを削除する場合は、このコマンドを事前に使用して、アプリケーションに関連付

けられているトリガーを表示します。アプリケーションのトリガーをすべて削除する必要がありま

す。削除しない場合、トリガーとして設定されている着信通話が発生すると、アプリケーションが

呼び出されます。

例 次の例は、show ccn trigger コマンドのサンプル出力を示しています。

cue-10-0-0-0# show ccn trigger

Name:                         6800
Type:                         SIP
Application:                  voicemail
Locale:                       en_ENU
Idle Timeout:                 5000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8

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

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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表 21 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 21 show ccn trigger のフィールドの説明 

フィールド 説明

Name トリガーに使用する電話番号。

Type トリガーのタイプ。

Application トリガーに割り当てられているアプリケーション。

Locale アプリケーション プロンプトに使用する言語。
Idle Timeout アプリケーションがユーザの応答を待機する秒数。この秒数に

達した時点で、通話は切断されます。

Enabled アプリケーションの状態（アクティブまたは非アクティブ）。

Maximum number of sessions アプリケーションが同時に処理できる通話の数。

コマンド 説明

ccn trigger jtapi phonenumber アプリケーションのトリガーを設定します。
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show ccn trigger sip
現在設定されている Session Initiation Protocol（SIP）トリガー タイプを表示するには、Cisco Unity     
Express EXEC モードで show ccn trigger sip コマンドを使用します。

show ccn trigger sip

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン アプリケーションを削除する場合は、このコマンドを事前に使用して、アプリケーションに関連付

けられているトリガーを表示します。アプリケーションのトリガーをすべて削除する必要がありま

す。削除しない場合、トリガーとして設定されている着信通話が発生すると、アプリケーションが

呼び出されます。

例 次の例は、show ccn trigger コマンドのサンプル出力を示しています。

cue-10-0-0-0# show ccn trigger

Name:                         6800
Type:                         SIP
Application:                  voicemail
Locale:                       en_ENU
Idle Timeout:                 5000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8

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

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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表 22 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 22 show ccn trigger のフィールドの説明 

フィールド 説明

Name トリガーに使用する電話番号。

Type トリガーのタイプ。

Application トリガーに割り当てられているアプリケーション。

Locale アプリケーション プロンプトに使用する言語。
Idle Timeout アプリケーションがユーザの応答を待機する秒数。この秒数に

達した時点で、通話は切断されます。

Enabled アプリケーションの状態（アクティブまたは非アクティブ）。

Maximum number of sessions アプリケーションが同時に処理できる通話の数。

コマンド 説明

ccn trigger sip phonenumber アプリケーションのトリガーを設定します。
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show clock detail
クロックに関する統計情報を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show clock detail コ        
マンドを使用します。

show clock detail

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco Unity Express では、クロック機能に Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロト         
コル）サーバを使用します。Cisco Unity Express モジュールのクロックのステータスを表示するに   
は、show clock detail コマンドを使用します。

例 次の例は、show clock detail コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show clock detail

19:20:33.724 PST Wed Mar 17 1993
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

表 23 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

表 23 show clock detail のフィールドの説明 

フィールド 説明

time zone 現在のタイム ゾーン設定。
clock state クロックの同期化ステータス。

delta from reference (microsec) モジュールのクロックと NTP リファレンス クロックの差。
time of day (sec) 現在の時刻（秒単位）。

time of day (microsec) 現在の時刻（ミリ秒単位）。
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関連コマンド コマンド 説明

clock timezone ローカル タイム ゾーンを設定します。
ntp server Cisco Unity Express の NTP サーバを指定します。
show ntp source NTP サーバに関する統計情報を表示します。
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show crypto key
証明書とプライベート キーの設定済みのペアを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで     
show crypto key コマンドを使用します。

show crypto key {all | label label-name}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show crypt key コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show crypto key label mainkey.ourcompany

Label name: mainkey.ourcompany [default]
Entry type:Key Entry
Creation date: Mon Jun 10 14:23:09 PDT 2002
Owner: CN=se-1-100-6-10.localdomain, OU='', O='', L='', ST='', C=''
Issuer: CN=se-1-100-6-10.localdomain, OU='', O='', L='', ST='', C=''
Valid from: Mon Jun 10 14:23:06 PDT 2002 until: Sun Sep 08 14:23:06 PDT 2002

表 24 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

all 証明書とプライベート キーの設定済みのペアをすべて表示します。
label label-name 証明書とプライベート キーの指定したペアについて、固有の情報を表 

示します。label-name が存在しない場合は、エラー メッセージが表示  
されます。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

表 24 show crypto key のフィールドの説明

フィールド 説明

Label name 証明書とプライベート キーのペアの名前。
Entry type 証明書とプライベート キーのペアの提供方法。
Creation date 証明書とプライベート キーのペアの作成日。
Owner 証明書とプライベート キーのペアの所有者。
Issuer 証明書とプライベート キーのペアの発行元。
Valid from 証明書とプライベート キーのペアの有効期間。

コマンド 説明

crypto key default 証明書とプライベート キーのペアをシステム デフォルトとし  
て指定します。

crypto key delete 証明書とプライベート キーのペアを削除します。
crypto key generate 証明書とプライベート キーのペアを生成します。
crypto key import 証明書とプライベート キーのペアをコンソールまたはサーバか 

らインポートします。
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show fax configuration
ファックスの設定を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show fax configuration コマ        
ンドを使用します。

show fax configuration

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 着信と発信のファックス ゲートウェイの設定、およびメールボックス内のファックスの送信先にで 
きるデフォルト ファックス番号を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show fax       
configuration コマンドを使用します。

例 次の例は、show fax configuration コマンドのサンプル出力を示しています。

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

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

表 25 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 25 show fax configuration のフィールドの説明 

フィールド 説明

Inbound Fax Gateway: ファックスの受信に使用されるファックス ゲートウェイの IP  
アドレスまたは DNS ホスト名。 

Outbound Fax Gateway: ファックスの送信に使用されるファックス ゲートウェイの IP  
アドレスまたは DNS ホスト名。 

Fax Printing Number: ファックスの出力に使用されるシステム レベルのファックス番 
号。

コマンド 説明

fax gateway inbound address 着信ファックス ゲートウェイを設定します。
fax gateway outbound address 発信ファックス ゲートウェイを設定します。
print fax ファックスの出力に使用されるシステム レベルのファックス番 

号を設定します。
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show group detail groupname
特定のグループの詳細設定を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show group detail       
groupname コマンドを使用します。

show group detail groupname group-name

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unity Express EXEC モードまたは Cisco Unity Express 設定モードのいずれか        
で groupname コマンドを使用して設定されたグループについて、詳細な情報を表示します。

例 次の例は、show group detail groupname コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show group detail groupname sales

Full Name:          sales
Description:
Phone:
Phone(E.164):
Language:           en_ENU
Owners:
Members:            user2 user8

表 26 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

group-name 詳細設定を表示するグループの名前。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

表 26 show group detail groupname のフィールドの説明 

フィールド 説明

Full Name グループの完全な名前。

Description （オプション）グループの説明。

Phone グループに割り当てられている内線番号または電話番号。

Phone(E.164) グループの完全な 11 桁の電話番号。
Language このグループのシステム プロンプトで使用される言語。
Owners グループ所有者のユーザ ID。
Members グループに割り当てられているメンバーのユーザ ID。



S
show group profiles  

309
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス     

OL-14012-01-J

関連コマンド

show group profiles
グループに対して設定されている通知プロファイルのリストを表示するには、Cisco Unity Express  
EXEC モードで show group profiles コマンドを使用します。

show group profiles groupname group-id

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show group profiles コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show group profiles username sales

vm-notif-profile

関連コマンド

コマンド 説明

groupname Cisco Unity Express グループを設定します。
show groups グループ名のリストを表示します。

show users ユーザ名のリストを表示します。

username（設定） Cisco Unity Express のユーザを設定します。

groupname group-id 通知プロファイルを表示するグループの ID。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

groupname profile（phone-device） グループの携帯電話へのメッセージ通知を設定します。

groupname profile email グループの電子メールへのメッセージ通知を設定します。

groupname profile num-pager グループの数字対応デバイスへのメッセージ通知を設定し

ます。

groupname profile text-pager グループの文字対応デバイスへのメッセージ通知を設定し

ます。
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show groups
設定されているグループのリストを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show groups      
コマンドを使用します。

show groups

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unity Express EXEC モードまたは Cisco Unity Express 設定モードのいずれか        
で groupname コマンドを使用して設定されたすべてのグループのリストを表示します。

例 次の例は、show groups コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show groups

Administrators
sales
tech
policy

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

groupname Cisco Unity Express グループを設定します。
show group detail groupname 特定のグループの詳細設定を表示します。

show users 設定されているユーザのリストを表示します。

username（設定） Cisco Unity Express のユーザを設定します。
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show groups privileges
設定済みのグループに割り当てられている特権を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
show groups privileges コマンドを使用します。

show groups privileges

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show groups privileges コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show groups privileges

GROUPID                         PRIVILEGES
Administrators                  superuser ManagePrompts ManagePublicList
Administrators                  ViewPrivateList
Broadcasters                    broadcast
managers                        broadcast ViewPrivateList

表 27 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

表 27 show groups privileges のフィールドの説明

フィールド 説明

GROUPID グループの ID。
PRIVILEGES グループに割り当てられている特権。

コマンド 説明

groupname Cisco Unity Express グループを設定します。
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show hosts
設定されているホストに関する情報を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show hosts      
コマンドを使用します。

show hosts

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show hosts コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show hosts

Hostname:      se-10-100-6-10
Domain:        localdomain
DNS Server1:   10.100.10.130

表 28 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

表 28 show hosts のフィールドの説明

フィールド 説明

Hostname Cisco Unity Express ホスト システムの名前。
Domain ホストのドメイン名。

DNS Server1 DNS サーバの IP アドレス。

コマンド 説明

hostname Cisco Unity Express アプリケーションが導入されているサーバを指定   
します。

ip domain-name DNS ドメイン名を指定します。
ip name-server DNS サーバを指定します。
ntp server NTP クロック同期化サーバを指定します。
show ip route IP ルート設定を表示します。
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show imap configuration
IMAP の構成パラメータを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show imap 
configuration コマンドを使用します。

show imap configuration

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM ではこのコマンドは使用できません。

例 次の例は、show imap configuration コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show imap configuration

Status                      enabled
Idle Timeout(minutes):      45
Max Sessions:               30
Security Mode:              mixed

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

enable（IMAP） IMAP 機能を有効にします。
groupname ボイスメール グループのパラメータを設定します。

maxsessions（IMAP） 同時に使用できる IMAP セッションの最大数を設定します。
service imap IMAP 設定モードを開始します。

session idletimeout（IMAP） IMAP セッションのアイドル タイムアウト値を指定します。
session security IMAP クライアント接続のタイプを設定します。
show imap sessions アクティブな IMAP セッションをすべて表示します。
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show imap sessions
すべてのアクティブな IMAP セッションのリストを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モード      
で show imap sessions コマンドを使用します。

show imap sessions

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM-CUE ではこのコマンドは使用できません。

例 次の例は、show imap sessions コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show imap sessions

Sessions     IP Address     Connect Time                   User ID
====================================================================
  1          10.21.82.244   Wed Nov 16 01:35:02 CST 2005   group1
  2          172.18.10.10   Wed Nov 16 03:23:15 CST 2005   group5

表 29 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

表 29 show imap sessions のフィールドの説明

フィールド 説明

Sessions IMAP セッションの ID 番号。
IP Address IMAP セッションの電子メール クライアントの IP アドレス。
Connect Time IMAP セッションの開始日時。
User ID セッションにアクセスできるグループのユーザ ID。

コマンド 説明

enable（IMAP） IMAP 機能を有効にします。
groupname ボイスメール グループのパラメータを設定します。

maxsessions（IMAP） 同時に使用できる IMAP セッションの最大数を設定します。
service imap IMAP 設定モードを開始します。

session idletimeout（IMAP） IMAP セッションのアイドル タイムアウト値を指定します。
session security IMAP クライアント接続のタイプを設定します。
show imap configuration すべての IMAP 構成パラメータを表示します。
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show interface ide
AIM の使用状況および消耗ステータスを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show      
interface ide コマンドを使用します。

show interface ide number

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show interface ide 0 コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show interface ide 0

IDE hd0 is up, line protocol is up
     3499 reads, 39217152 bytes
     0 read errors
     51588 write, 324714496 bytes
     0 write errors
     0.0993% worn

表 30 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

number ディスク装置の番号。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.1 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュール（NM）、    
拡張統合モジュール（AIM）、および Cisco Unified Communications   
Manager 3.3(3) で導入されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

表 30 show interface ide 0 のフィールドの説明

フィールド 説明

reads フラッシュ メモリからデータが読み取られた回数。
bytes フラッシュ メモリから読み取られたデータのバイト数。
read errors 読み取り操作中に発生したエラーの数。

write フラッシュ メモリにデータが書き込まれた回数。
bytes フラッシュ メモリに書き込まれたデータのバイト数。
write errors 書き込み操作中に発生したエラーの数。

worn フラッシュ メモリの消耗率（%）。

コマンド 説明

log trace boot ログおよびトレースのファイルを AIM のフラッシュ メモリ上に生成   
します。
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show ip route
IP ルーティング テーブルを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show ip route コマン        
ドを使用します。

show ip route

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show ip route コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ip route

           DEST            GATE            MASK   IFACE
        10.0.6.0         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        10.0.6.9         0.0.0.0  eth1

表 31 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

表 31 show ip route のフィールドの説明

フィールド 説明

DEST 宛先ネットワークの IP アドレス。
GATE 宛先ネットワークにアクセスするためのゲートウェイの IP アドレス。
MASK ゲートウェイの IP アドレス マスク。
IFACE 宛先ネットワークに到達するためのインターフェイス。

コマンド 説明

hostname Cisco Unity Express アプリケーションが導入されているサーバを指定   
します。

ip domain-name DNS ドメイン名を指定します。
ip name-server DNS サーバを指定します。
ntp server NTP クロック同期化サーバを指定します。
show hosts 設定されているすべてのホストを表示します。
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show lists detail private
指定したユーザの特定のプライベート同報リストについて詳細を表示するには、Cisco Unity Express  
EXEC モードで show lists detail private コマンドを使用します。

show lists detail private {name list-name | number list-number} owner owner-id

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン リスト名、番号、または所有者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、リスト番号、リスト名、リスト タイプ、説明、所有者、およびメンバーとそ 
のタイプ カテゴリが表示されます。

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。

例 次の例は、show lists detail private コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show lists detail private name projectteam owner user23

Number: 4
Name: projectteam
Type: Private
Description: 
Owner:
      user23
Members:
      tech1 user
      tech2 user
      testers group
      tech10 remote

show lists detail private number 4 owner user23 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。

name list-name プライベート同報リストの名前。

number list-number プライベート同報リストの番号。

owner owner-id リスト所有者の名前。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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表 32 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 32 show lists detail private のフィールドの説明 

フィールド 説明

Number: リストの ID 番号。
Name: リストの名前。

Type: リストのタイプ。

Description: リストの説明。

Owners: リストの各所有者のユーザ ID。
Members: リストの各メンバーのユーザ ID。

コマンド 説明

show lists detail public 指定したパブリック同報リストの詳細を表示します。

show lists owner 指定した所有者のパブリック同報リストおよびプライベート同報リス

トをすべて表示します。

show lists public 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。
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show lists detail public
ローカル システムにある特定のパブリック同報リストについて詳細を表示するには、Cisco Unity  
Express EXEC モードで show lists detail public コマンドを使用します。

show lists detail public {name list-name | number list-number}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン リストの名前または番号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、リスト番号、リスト名、リスト タイプ、所有者、およびメンバーとそのタイ 
プ カテゴリが表示されます。

例 次の例は、show lists detail public コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show lists detail public name engineers

Number: 5
Name: engineers 
Type: Public
Description: 
Owners:
     user23 user
     progmgrs group
Members:
     user23 user
     user30 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。

name list-name パブリック同報リストの名前。

number list-number パブリック同報リストの番号。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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表 33 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 33 show lists detail public のフィールドの説明 

フィールド 説明

Number: リストの ID 番号。
Name: リストの名前。

Type: リストのタイプ。

Description: リストの説明。

Owners: リストの各所有者のユーザ ID。
Members: リストの各メンバーのユーザ ID。

コマンド 説明

show lists detail private 指定した所有者のプライベート同報リストの詳細を表示します。

show lists owner 指定した所有者のパブリック同報リストおよびプライベート同報リス

トをすべて表示します。

show lists public 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。
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show lists owner
特定の所有者のプライベートおよびパブリック同報リストをすべて表示するには、Cisco Unity 
Express EXEC モードで show lists owner コマンドを使用します。

show lists owner owner-id

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 所有者が存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。

リストはアルファベット順に並べられ、先にプライベート リスト、続いてパブリック リストが表  
示されます。このコマンドにより、各リストの番号、名前、およびタイプが表示されます。

例 次の例は、show lists owner コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show lists owner user23

Owner: user23
   List Number      List Name      List Type
   4                projectteam    Private List
   5                engineers      Public List
   25               managers       Public List

表 34 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

owner-id 同報リストを所有しているユーザまたはグループの名前。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

表 34 show lists owner のフィールドの説明 

フィールド 説明

Owner: リスト所有者のユーザ ID。
List Number リストの ID 番号。
List Name リストの名前。

List Type リストのタイプ。

コマンド 説明

show lists detail private 指定した所有者のプライベート同報リストの詳細を表示します。

show lists detail public 指定したパブリック同報リストの詳細を表示します。

show lists public 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。
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show lists public
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するには、Cisco Unity Express EXEC モー     
ドで show lists public コマンドを使用します。

show lists public

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドにより、リストはアルファベット順に表示されます。各リスト名、番号、タイプ、続

いて各リストの詳細が表示されます。

例 次の例は、show lists public コマンドのサンプル出力を示しています。

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:
       user23        Local User
       progmgrs      Group
Members:
       user23        Local User
       user30        Local User
       progmgrs      Group
       techs         General Delivery Mailbox
       tech25        Remote User
       nyc5555       Blind Address

このコマンドでは、everyone リストの詳細は表示されません。

表 35 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

表 35 show lists public のフィールドの説明 

フィールド 説明

List number リストの ID 番号。
List Name リストの名前。

Type リストのタイプ。

Description: リストの説明。

Owners: リストの各所有者のユーザ ID と所有者タイプ。
Members: リストの各メンバーのユーザ ID とメンバー タイプ。
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関連コマンド

show log
ロギング データを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show log コマンドを使用しま        
す。

show log name name [containing expression | paged | tail]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン フィルタリング オプションについては、「関連コマンド」の項を参照してください。

コマンド 説明

show lists detail private 指定した所有者のプライベート同報リストの詳細を表示します。

show lists detail public 指定したパブリック同報リストの詳細を表示します。

show lists owner 指定した所有者のパブリック同報リストおよびプライベート同報リス

トをすべて表示します。

name name 表示するログ ファイルの名前。参照可能なログ ファイルのリストを表  
示するには、show logs コマンドを使用します。

containing expression （オプション）検索条件式と一致するイベントのみを表示します。

paged （オプション）ページ送りモードで表示します。

tail （オプション）最新のイベントを発生と同時に表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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例 次の例は、dmesg ログを表示する show log コマンドの出力（抜粋）を示しています。

se-10-0-0-0# show log name dmesg

Press <CTRL-C> to exit...
Linux version 2.4.24 (bld_adm@bld-system) (gcc version 2.95.3 20010315 (release4
Platform: nm
setup.c: handling flash window at [15MB..16MB]
setup.c: handling kernel log buf at [245.5MB]
setup.c: handling trace buf at [246MB]
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f400 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009f400 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000e0800 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000000f00000 (usable)
 BIOS-e820: 0000000000f00000 - 0000000001000000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000001000000 - 000000000f580000 (usable)
 BIOS-e820: 000000000f580000 - 000000000f600000 (reserved)
 BIOS-e820: 000000000f600000 - 0000000010000000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
245MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 62848
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 58752 pages.
zone(2): 0 pages.
DMI not present.
Kernel command line: root=/dev/hda1 ro plat=nm
Initializing CPU#0
Detected 498.674 MHz processor.
Calibrating delay loop... 996.14 BogoMIPS
Memory: 245128k/251392k available (1164k kernel code, 4852k reserved, 667k data)
kdb version 4.3 by Keith Owens, Scott Lurndal. Copyright SGI, All Rights Reservd
in atrace_init
log_head: h: 0, t: 8429274, l: 0, w: 0, s: 10484672
Using existing trace log
log_head: h: 0, t: 8429274, l: 0, w: 0, s: 10484672
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Inode cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Page-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 256K
CPU serial number disabled.
.
.
.

次の例は、検索文字列を使用して dmesg ログを表示する show log コマンドのサンプル出力を示して     
います。

se-10-0-0-0# show log name dmesg containing setup

Press <CTRL-C> to exit...
setup.c: handling flash window at [15MB..16MB]
setup.c: handling kernel log buf at [245.5MB]
setup.c: handling trace buf at [246MB]
se-10-0-0-0# 
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次の例は、ページ送りモードで dmesg ログを表示する show log コマンドの出力（抜粋）を示してい     
ます。

se-10-0-0-0# show log name dmesg paged

Linux version 2.4.24 (bld_adm@bld-system) (gcc version 2.95.3 20010315 (release
)) #1 Tue Nov 30 23:07:21 PST 2004
Platform: nm
setup.c: handling flash window at [15MB..16MB]
setup.c: handling kernel log buf at [245.5MB]
setup.c: handling trace buf at [246MB]
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f400 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009f400 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000e0800 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000000f00000 (usable)
 BIOS-e820: 0000000000f00000 - 0000000001000000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000001000000 - 000000000f580000 (usable)
 BIOS-e820: 000000000f580000 - 000000000f600000 (reserved)
 BIOS-e820: 000000000f600000 - 0000000010000000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
245MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 62848
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 58752 pages.
zone(2): 0 pages.
DMI not present.
Kernel command line: root=/dev/hda1 ro plat=nm
Initializing CPU#0
 -- More -- 

次の例は、イベントが入力された時点で現在の dmesg ログを表示する show log コマンドの出力を示     
しています。

se-10-0-0-0# show log name dmesg tail

Press <CTRL-C> to exit...
Freeing unused kernel memory: 88k freed

次の例は、最初の行が ide0 で始まる dmesg ログを表示する show log コマンドの出力（抜粋）を示       
しています。

se-10-0-0-0# show log name dmesg | begin ide0

    ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hda:pio, hdb:pio
    ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
hda: C/H/S=50127/232/176 from BIOS ignored
hdb: C/H/S=0/0/0 from BIOS ignored
hda: IC25N020ATMR04-0, ATA DISK drive
blk: queue c030c160, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: attached ide-disk driver.
hda: host protected area => 1
hda: 39070080 sectors (20004 MB) w/1740KiB Cache, CHS=2432/255/63, UDMA(33)
init unit number == 0
.
.
.
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関連コマンド コマンド 説明

show begin 指定した文字列を始点として、任意の show コマンドの出力を開始します。
show exclude show コマンドの出力をフィルタリングして、特定の正規表現を含む行を非表 

示にします。

show include show コマンドの出力をフィルタリングして、特定の正規表現を含む行のみを 
表示します。

show logs 参照可能なログのリストを表示します。
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show logging
コンソールに表示されるメッセージのタイプを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
show logging コマンドを使用します。

show logging

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン フィルタリング オプションについては、「関連コマンド」の項を参照してください。

例 次の例は、エラーおよび致命的なメッセージがコンソールに表示される場合の show logging コマン   
ドの出力を示しています。

se-10-0-0-0# show logging

info:     off
warning:  off
errors:   on
fatal:    on

Console Filter Info:

MODULE           ENTITY           ACTIVITY        FILTER

No filter active

次の例は、エラー、致命的なメッセージ、および ccn エンジン メッセージがコンソールに表示され   
る場合の show logging コマンドの出力を示しています。

se-10-0-0-0# show logging

info:     off
warning:  off
errors:   on
fatal:    on

Console Filter Info:

MODULE           ENTITY           ACTIVITY        FILTER

ccn              Engine           XDBG            
ccn              Engine           DBUG 

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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次の例は、外部 syslog サーバが設定されている場合の show logging コマンドの出力を示しています。

se-10-0-0-0# show logging

info:     off
warning:  off
errors:   off
fatal:    on

Monitored event  Info:

MODULE           ENTITY           ACTIVITY        FILTER

No monitored events active

Server Info:

Log server address: 10.187.240.31

関連コマンド コマンド 説明

log console コンソールに表示されるメッセージのタイプを指定します。

show begin 指定した文字列を始点として、任意の show コマンドの出力を開始します。
show exclude show コマンドの出力をフィルタリングして、特定の正規表現を含む行を 

非表示にします。

show include show コマンドの出力をフィルタリングして、特定の正規表現を含む行の 
みを表示します。
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show logs
CUE モジュール上にある既存のログ ファイルを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで      
show logs コマンドを使用します。

show logs

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン フィルタリング オプションについては、「関連コマンド」の項を参照してください。

例 次の例は、システム上の参照可能なログ ファイルのサンプル リストを示しています。

se-10-0-0-0# show logs

install.log
dmesg
syslog.log
atrace_save.log
atrace.log
klog.log
messages.log
root_heapdump2749.1023408628.txt

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

log trace boot トレース ログ オプションを設定します。
show begin 指定した文字列を始点として、任意の show コマンドの出力を開始します。
show exclude show コマンドの出力をフィルタリングして、特定の正規表現を含む行を 

非表示にします。

show include show コマンドの出力をフィルタリングして、特定の正規表現を含む行の 
みを表示します。
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show memory
CUE モジュールのメモリに関する情報を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show      
memory コマンドを使用します。

show memory

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。 

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、CUE ネットワーク モジュールのメモリについて詳細な情報を表示しています。

se-10-0-0-0# show memory

Total Memory (kB):            245216
Active Memory (kB):           23728
Inactive Memory (kB):         196620
Other Memory (kB):            19760
MemoryPool (kB):              5108

Kernel Memory
  TOTAL   INUSE  MAXUSED     ERR TYPE            
   5768    5368     6795       0 fs              
   7040    6828     7499       0 other           
    156     100      186       0 net 

表 36 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

表 36 show memory のフィールドの説明 

フィールド 説明

Total Memory (kB) カーネルで使用可能なメモリの合計容量。 

（注） 物理メモリの一部は、予約されているためにこの数値に含まれ
ていない場合があります。

Active Memory (kB) システムのいずれかのコードによって、最近アクセスされたプロセス

メモリの量。

Inactive Memory (kB) 最近アクセスされていないプロセス メモリの量。
Other Memory (kB) プロセス以外が使用するために割り当てられているメモリ。

MemoryPool (kB) どの用途にも割り当てられていないメモリ。

Kernel Memory

TOTAL このタイプの予約済みメモリの量。

INUSE 現在使用されている予約済みメモリの量。

MAXUSED 前回の再起動以後のピーク INUSE 値。
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関連コマンド

ERR この用途のための割り当てが失敗した回数。

TYPE 表示される可能性があるのは、次の 3 つのタイプです。

 • fs：ファイル システム

 • net：ネットワーク プロトコル

 • other：その他のすべてのタイプ

表 36 show memory のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

show processes CUE モジュールのサブシステムのステータスおよび統計情報を表示し 
ます。
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show messaging-gateway
メッセージ ゲートウェイへの登録に関する詳細を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モード     
で show messaging-gateway コマンドを使用します。

show messaging-gateway

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、プライマリとセカンダリのゲートウェイのステータス、および自動登録とリモー

ト ディレクトリの電話番号検索機能が有効になっているかどうかを表示します。

例 次の例は、このコマンドの出力を示しています。

se-10-0-0-0# show messaging-gateway

Messaging gateways :

AutoRegister to gateway(s) : Enabled
Remote directory lookup : Enabled (with TUI prompt)

Primary messaging gateway :
 1.100.50.100(80)
 Status : Registered (Tue Aug 21 17:09:08 PDT 2006)
 Reg-expiration : Wed Aug 22 17:09:08 PDT 2006
 Default route : Yes
 Location-id : 1234
 Reg-id : 1234
 Reg-password : (Not displayed)
 Retry-interval : 10 minute(s)

Secondary messaging gateway :
        Status : Not Configured

リリース 変更点

3.1 このコマンドが導入されました。

表 37 show network detail location id のフィールドの説明 

フィールド 説明

AutoRegister to gateway(s) : 自動登録が有効になっているかどうか。

Remote directory lookup : リモート ディレクトリ内の電話番号を検索する機能が有効に 
なっているかどうか。

Primary messaging gateway : プライマリ メッセージ ゲートウェイの設定ステータス。
Secondary messaging gateway: セカンダリ メッセージ ゲートウェイの設定ステータス。
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関連コマンド コマンド 説明

messaging-gateway registration エンドポイント（Cisco Unity Express）からメッセージ ゲート   
ウェイに登録メッセージが送信されます。

messaging-gateway プライマリまたはセカンダリのメッセージ ゲートウェイのロ 
ケーション ID と IP アドレスを指定します。
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show network detail local
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するには、Cisco Unity Express      
EXEC モードで show network detail local コマンドを使用します。

show network detail local 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。 

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、ローカルの Cisco Unity Express サイトに関する情報を表示する場合に使用します。    
この情報には、ロケーションの ID、名前、短縮形、電子メール ドメイン、内線番号の最小長およ  
び最大長、電話プレフィックス、VPIM 符号化のタイプ、音声名が有効かどうか、vCard 有効化の  
ステータス、VPIM ブロードキャスト メッセージの ID、送信および受信されたメッセージの数が含   
まれます。

例 次の例では、ローカルの Cisco Unity Express サイト「San JoseCA」について詳細な情報が表示され     
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
Sent msg count:            0
Received msg count:        0

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

2.1 表示内容に、ブロードキャスト メッセージおよび vCard の情報が追加   
されました。
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表 38 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 38 show network detail local のフィールドの説明

フィールド 説明

Location ID: ローカル ネットワークのロケーション ID。
Name: ネットワーク ロケーションの名前。
Abbreviation: リモート ロケーションの短縮名。
Email domain: リモート ロケーションの電子メール ドメイン名。
Minimum extension length: このロケーションの内線番号の最小桁数。

Maximum extension length: このロケーションの内線番号の最大桁数。

Phone prefix: このロケーションの内線番号をダイヤルするためのプレフィック

ス。

VPIM encoding: このロケーションの VPIN 符号化のタイプ。
Send spoken name: このロケーションでユーザの音声名を送信できるかどうかを示す

ステータス。

Send vCard: このロケーションでユーザの vCard 情報を送信できるかどうかを  
示すステータス。

State: リモート ロケーションのメッセージ送信および受信のステータス。
VPIM broadcast ID: このロケーションの VPIM ブロードキャスト ID。
Sent msg count: このロケーションに送信されたメッセージの数。

Received msg count: このロケーションで受信されたメッセージの数。

コマンド 説明

show network detail location id 指定した Cisco Unity Express ロケーション ID のネットワーク情      
報を表示します。
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show network detail location id
指定した Cisco Unity Express ロケーション ID のネットワーク情報を表示するには、Cisco Unity       
Express EXEC モードで show network detail location id コマンドを使用します。

show network detail location id number

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、指定した Cisco Unity Express ロケーションについて詳細な情報を提供します。こ    
の情報には、名前、短縮形、電子メール ドメイン、内線番号の最小長および最大長、電話プレフィッ 
クス、VPIM 符号化のタイプ、音声名が有効かどうか、ボイス カード有効化のステータス、ブロー  
ドキャスト メッセージのステータス、送信および受信されたメッセージの数、および発信者番号規 
則にプリペンドされる数字が含まれます。

例 次の例では、ID が 102 であるリモート Cisco Unity Express ロケーションについて情報が表示されま       
す。

se-10-0-0-0# show network detail location id 102

Name:                      Dallas/Fort Worth
Abbreviation:              DFW
Email domain:              dfw.mycompany.com
Minimum extension length:  2
Maximum extension length:  15
Phone prefix:              4
VPIM encoding:             dynamic
Send spoken name:          enabled
Send vCard:                enabled
State:                     enabled
VPIM broadcast ID:         vpim-broadcast
Sent msg count:            0
Received msg count:        0
Live-reply calling number rule prepend: 91 

number Cisco Unity Express ネットワーク ロケーションの ID 番号。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

2.1 表示内容に、ブロードキャスト メッセージおよびボイス カードの情報  
が追加されました。

3.0 このコマンドが変更され、Live Reply 機能用に発信者番号規則に追加  
される数字も表示されるようになりました。



S
show network detail location id    

337
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス     

OL-14012-01-J

表 39 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 39 show network detail location id のフィールドの説明 

フィールド 説明

Name: リモート ロケーションの名前。
Abbreviation: リモート ロケーションの短縮名。
Email domain: リモート ロケーションの電子メール ドメイン名。
Minimum extension length: このロケーションの内線番号の最小桁数。

Maximum extension length: このロケーションの内線番号の最大桁数。

Phone prefix: このロケーションの内線番号をダイヤルするためのプレフィック

ス。

VPIM encoding: このロケーションの VPIN 符号化のタイプ。
Send spoken name: このロケーションでユーザの音声名を送信できるかどうかを示す

ステータス。

Send vCard: このロケーションでユーザのボイス カード情報を送信できるかど 
うかを示すステータス。

State: リモート ロケーションのメッセージ送信および受信のステータス。
VPIM broadcast ID: このロケーションの VPIM ブロードキャスト ID。
Sent msg count: このロケーションに送信されたメッセージの数。

Received msg count: このロケーションで受信されたメッセージの数。

Live-reply calling number rule 
prepend:

発信者番号規則にプリペンドされる数字。

コマンド 説明

show network detail local 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。
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show network locations
Cisco Unity Express ロケーションに関する情報を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで       
show network locations コマンドを使用します。 

show network locations 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、設定された Cisco Unity Express ネットワーク 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確認するために使用します。 

例 次の例では、Cisco Unity Express システムのネットワーク ロケーションが表示されます。

se-10-0-0-0# show network locations

ID        NAME                               ABBREV  DOMAIN
101       'San Jose'                         SJC     sjc.mycompany.com
102       'Dallas/Fort Worth'                DFW     dfw.mycompany.com
201       'Los Angeles'                      LAX     lax.mycompany.com
202       'Canada'                           CAN     can.mycompany.com
301       'Chicago'                          CHI     chi.mycompany.com
302       'New York'                         NYC     nyc.mycompany.com
401        'Bangalore'                            BAN    bang.mycompany.com                              

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show network detail local 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。

show network detail location id 指定した Cisco Unity Express ロケーション ID のネットワーク情      
報を表示します。
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show network locations cached
Cisco Unity Express にキャッシュされているすべてのリモート ロケーション エントリに関する情報     
を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show network locations cached コマンドを使用        
します。 

show network locations cached

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unity Express にキャッシュされているリモート ネットワーク 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確認するために使用します。 

例 次の例では、Cisco Unity Express システムにキャッシュされているリモート ネットワーク ロケー     
ション エントリが表示されます。

se-10-0-0-0# show network locations cached

ID        NAME                               ABBREV  DOMAIN
101       'San Jose'                         SJC     sjc.mycompany.com
102       'Dallas/Fort Worth'                DFW     dfw.mycompany.com
201       'Los Angeles'                      LAX     lax.mycompany.com
202       'Canada'                           CAN     can.mycompany.com
301       'Chicago'                          CHI     chi.mycompany.com
302       'New York'                         NYC     nyc.mycompany.com
401        'Bangalore'                            BAN    bang.mycompany.com                              

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

3.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show network locations configured Cisco Unity Express に設定されているすべてのリモート ロケー    
ション エントリの情報を表示します。

show network detail local 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。

show network detail location id 指定した Cisco Unity Express ロケーション ID のネットワーク情      
報を表示します。
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show network locations configured
Cisco Unity Express に設定されているすべてのリモート ロケーション エントリに関する情報を表示     
するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show network locations configured コマンドを使用し        
ます。 

show network locations configured

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unity Express に設定されているリモート ネットワーク 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確認するために使用します。このコマンド 
は、従来の show network locations コマンドに代わるものです。

例 次の例では、Cisco Unity Express システムに設定されているリモート ネットワーク ロケーションが     
表示されます。

se-10-0-0-0# show network locations configured

ID        NAME                               ABBREV  DOMAIN
101       'San Jose'                         SJC     sjc.mycompany.com
102       'Dallas/Fort Worth'                DFW     dfw.mycompany.com
201       'Los Angeles'                      LAX     lax.mycompany.com
202       'Canada'                           CAN     can.mycompany.com
301       'Chicago'                          CHI     chi.mycompany.com
302       'New York'                         NYC     nyc.mycompany.com
401        'Bangalore'                            BAN    bang.mycompany.com                              

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

3.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show network locations cached Cisco Unity Express にキャッシュされているすべてのリモート   
ロケーション エントリの情報を表示します。

show network detail local 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。

show network detail location id 指定した Cisco Unity Express ロケーション ID のネットワーク情      
報を表示します。



S
show network queues  

341
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス     

OL-14012-01-J

show network queues
Cisco Unity Express システムの発信キューに保持されているメッセージに関する情報を表示するに   
は、Cisco Unity Express EXEC モードで show network queues コマンドを使用します。

show network queues 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。 

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン キュー情報は、実行ジョブ キュー情報、緊急ジョブ キュー情報、および通常ジョブ キュー情報の   
3 つに分けて表示されます。

例 次の例は、show network queues コマンドの出力を示しています。

se-10-0-0-0# show network queues 

Running Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
107   VPIM 06:13:26   20    jennifer        1001@sjc.mycompany.com
106   VPIM 06:28:25   20    jennifer        1001@sjc.mycompany.com

Urgent Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
123   VPIM 16:33:39   1     andy            9003@lax.mycompany.com

Normal Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
122   VPIM 16:33:23   1     andy            9001@lax.mycompany.com
124   VPIM 16:34:28   1     andy            9003@lax.mycompany.com
125   VPIM 16:34:57   1     andy            9002@lax.mycompany.com

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。
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表 40 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 40 show network queues のフィールドの説明 

フィールド 説明

ID キューに保持されているメッセージ ジョブの ID。
TYPE ジョブのタイプ。

TIME ジョブがキューに格納された時刻。

RETRY 受信者へのメッセージ送信の再試行回数。

SENDER メッセージ送信者のユーザ ID。
RECIPIENT メッセージ受信者のユーザ ID。

コマンド 説明

show network locations Cisco Unity Express のネットワーク ロケーションに関する情報を表示    
します。
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show ntp associations
すべての NTP サーバのアソシエーション ID およびステータスを表示するには、Cisco Unity Express      
EXEC モードで show ntp associations コマンドを使用します。

show ntp associations [assoc-id association-id]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ntp associations コマンドは、Cisco Unity Express に設定されているすべての NTP サーバについ        
て、アソシエーション ID とステータスを表示します。ただし、サーバに関する詳細な情報は提供  
されません。指定した NTP サーバのステータスについて詳細な情報を表示するには、show ntp   
associations assoc-id association-id コマンドを使用します。

すべての NTP サーバの設定およびステータスを確認するには、status フィールドを使用します。こ   
のフィールドは、4 桁の 16 進値で構成されています。

 • 先頭の 2 桁は、サーバの設定およびクロック選択プロセスの進行状況を示しています。表 41 を   
参照してください。

 • 次の 2 桁は、イベントの数および直近のイベントのタイプを示しています。表 42 を参照して   
ください。

表 41 に、発生することの多いステータス コードおよびその意味を示します。最初の数字は、指定  
したサーバの設定、到達可能性、および認証ステータスを示しています。2 番目の数字は、指定し 
たサーバのクロック選択アルゴリズムでの進行状況を示しています。 

assoc-id association-id （オプション）指定したアソシエーション ID について詳細な情報を表  
示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.1.2 このコマンドが、Cisco Unified Communications Manager および Cisco     
Unified Communications Manager Express の両方で Cisco Unity Express       
ネットワーク モジュール（NM）、拡張統合モジュール（AIM）に導入 
されました。

（注） 同等の Cisco IOS コマンドは Cisco IOS Release 10.0 で導入され        
ています。
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表 42 に、イベント コードを示します。3 番目の数字は、NTP またはいずれかの show ntp コマンド       
によってコンソールに最後にエラーが返された後のイベント発生件数を示しています。この値は

ラップせず、15（16 進数の F）で増加が停止します。 

正常に動作しているサーバでは、起動後にいずれかの show ntp コマンドがサーバをクエリーして   
いない場合、値は xx1x になります。クエリーを実行した場合、値は xx0x になります。3 番目の数     
字がこの他の値になっている場合は、エラーの原因になっているイベントがないかどうかを確認し

てください。

フィールドの 4 番目の数字は、最後に発生したイベントを示しています。正常に動作しているサー  
バの場合、これはサーバが到達可能になったというイベントです。 

表 41 status フィールドのコード値 

status フィールド 
のコード 意味

1xxx サーバがピア同期化要求をローカル マシンに送信しましたが、ローカル マシ  
ン上にサーバが設定されていません。

7xxx サーバはローカル マシン上に設定されていないピアですが、到達可能であ 
り、適切な認証を使用しています。

8xxx サーバは設定されていますが、認証されていないか、到達不能です。

9xxx サーバは設定済みで到達可能です。

Cxxx サーバは認証を使用するように設定されていますが、到達不能です。

Dxxx サーバは、認証を使用するように設定されていて到達可能ですが、信頼でき

るキーを使用していません。

Fxxx サーバは信頼できるサーバとして認証され、到達可能です。

x0xx サーバは健全性チェックに合格しなかったため、クライアントに拒否されま

した。この状態の原因として考えられるのは、サーバが認証に失敗したこと、

サーバの誤差境界が非常に大きいこと（16 秒以上）、またはサーバがクライ 
アントよりも上位のストラタム番号に存在していることです。

x1xx サーバは健全性チェックに合格しましたが、他のサーバとの距離が離れてい

たため、交差アルゴリズムを通過できませんでした。これは、サーバのクロッ

クが他のクロックの最も大きい誤差境界よりも外側にあり、サーバの設定時

刻がほぼ確実に誤っていることを示します。

x2xx サーバは妥当性チェック（交差アルゴリズム）に合格しました。この値は、

サーバが正しく設定されている可能性が高いことを示します。

x3xx サーバが候補チェックに合格しました。これは、適切なサーバが多数（10 以 
上）存在したため、サーバが廃棄されなかったことを意味します。

x4xx サーバは、分散の程度が大きすぎる隔絶サーバとして廃棄されずに、クラス

タ化アルゴリズムを通過しました。

x5xx サーバは同期化ソースですが、距離が遠すぎます。これは、健全性チェック

に合格したクロックが他に 1 つもないこと、または他のクロックもすべて距  
離が遠すぎることを意味します。

x6xx サーバは、現在の同期化ソースです。これが適切なサーバ ステータスです。

x7xx ～ xFxx 予約値。これらの値は、通常の使用では発生しません。
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flash フィールドは、12 個の一連の診断テストをパケットに対して実行している間の、パケットの  
ステータスを示します。テストは指定した順で実行され、偶然または悪意のあるエラーから保護し

ながら、最大限の情報を取得します。 

各パケットの受信時には、flash 変数は 0 に設定されています。テストの結果としていずれかのビッ   
トが設定された場合、パケットは廃棄されます。

テストでは、次の情報が検索されます。

 • TEST1 ～ TEST3 では、オフセットと遅延の計算で使用されるパケット タイムスタンプを確認    
します。ビットが設定されていない場合は、パケットのヘッダー変数が保存されます。

 • TEST4 および TEST5 では、アクセス制御および暗号化認証を確認します。ビットが設定され   
ていない場合、値は保存されません。

 • TEST6 ～ TEST8 では、サーバの状態を確認します。ビットが設定されていない場合は、サー   
バとの相対的なオフセットおよび遅延が計算され、保存されます。

 • TEST9 では、アソシエーションの状態を確認します。ビットが設定されていない場合は、保存 
されている変数がクロック フィルタおよび緩和アルゴリズムに渡されます。

 • TEST10 ～ TEST12 では、Autokey パブリック キー暗号化を使用して認証状態を確認します。い     
ずれかのビットが設定されていて、アソシエーションが以前に到達可能としてマークされてい

た場合、パケットは廃棄されます。ビットが設定されていない場合は、発信と受信のタイムス

タンプが保存され、処理が続行されます。

表 43 に、各テストでの flash のビット値を示します。

表 42 event フィールドのコード値 

event フィールド 
のコード 意味

xxx0 未指定のイベント。イベントが発生していないか、何らかの特殊なエラーが

発生しました。

xxx1 サーバに到達しようとして IP エラーが発生しました。
xxx2 以前に到達可能であったサーバを認証できなくなりました。これは、キーが

変更されたか、何者かがサーバをスプーフィングしていることを示します。

xxx3 以前に到達可能であったサーバが到達不能になっています。

xxx4 以前に到達不能であったサーバが到達可能になっています。

xxx5 サーバのクロックにエラーがあります。

xxx6 ～ xxxF 予約値。これらの値は、通常の使用では発生しません。

表 43 flash フィールドの診断ビットの値 

flash のビット値 意味

0x001 TEST1。重複パケット。このパケットは、最善の場合、一時的に再送信され
たものです。最悪の場合は、悪意のあるリプレイ アタックです。

0x002 TEST2。模造パケット。このパケットは、以前に送信されたメッセージへの
応答ではありません。このパケットが発生する可能性があるのは、NTP デー 
モンが再起動された場合です。

0x004 TEST3。同期化されていません。1 つまたはそれ以上のタイムスタンプ フィー  
ルドが無効です。このパケットが発生するのは、通常、ピアから最初のパケッ

トを受信したときです。

0x008 TEST4。アクセスが拒否されました。
0x010 TEST5。暗号化認証が失敗しました。
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例 次の例は、show ntp associations コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp associations

ind assID status  conf reach auth condition  last_event cnt
===========================================================
  1 37773  9624   yes   yes  none  sys.peer   reachable  2

表 44 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

0x020 TEST6。サーバは同期化されていません。最初にサーバのクロックを設定し
てください。

0x040 TEST7。サーバの層が最上位の 15 です。サーバは同期化されていない可能性  
があります。サーバのクロックを設定する必要があります。

0x080 TEST8。ルート遅延または分散のいずれかが 1 秒を超えています。
0x100 TEST9。ピア遅延または分散のいずれかが 1 秒を超えています。
0x200 TEST10。Autokey プロトコルが認証失敗を検出しました。
0x400 TEST11。Autokey プロトコルはサーバを検証していません。または、ピアは 

帰納的に認証済みで、有効なキー資格を持っています。

0x800 TEST12。パブリック キー アルゴリズムで、プロトコルまたは設定のエラー  
が発生しました。または、侵入イベントである可能性を持つイベントが検出

されました。

表 43 flash フィールドの診断ビットの値（続き）

flash のビット値 意味

表 44 show ntp associations のフィールドの説明 

フィールド 説明

ind アソシエーションのインデックス番号。

assID サーバから返されたピア ID。
status サーバのステータスを示す 16 進値。これらのフィールド コードの説明につ   

いては、表 41 および表 42 を参照してください。
conf サーバが設定されているかどうかを示します。有効な値は yes および no です。
reach ピアが到達可能かどうかを示します。有効な値は yes および no です。
auth サーバ認証のステータス。有効となる値は、次のとおりです。

 • ok

 • bad

 • none

 • “ ”
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次の例は、show ntp associations assoc-id コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp associations assoc-id 37773

status=9624 reach, conf, sel_sys.peer, 2 events, event_reach,
srcadr=10.10.10.65, srcport=123, dstadr=10.10.5.2, dstport=123, leap=00,
stratum=8, precision=-18, rootdelay=0.000, rootdispersion=0.031,
refid=127.127.7.1, reach=377, unreach=0, hmode=3, pmode=4, hpoll=10,
ppoll=10, flash=00 ok, keyid=0, offset=-1.139, delay=0.430,
dispersion=14.821, jitter=0.158,
reftime=af4a3bee.f4749337  Thu, Mar 11 1993 14:30:06.954,
org=af4a3bf8.3f18b455  Thu, Mar 11 1993 14:30:16.246,
rec=af4a3bf8.3f71758e  Thu, Mar 11 1993 14:30:16.247,
xmt=af4a3bf8.3f545c78  Thu, Mar 11 1993 14:30:16.247,
filtdelay=     0.43    0.63    0.58    0.58    0.48    0.34    0.54    0.45,
filtoffset=   -1.14   -0.98   -0.96   -0.90   -0.90   -0.79   -0.47   -0.45,
filtdisp=      0.01   15.40   30.79   46.14   61.48   76.83   92.19   99.90

表 45 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

condition クロック選択プロセスでのアソシエーションのタイプ。有効となる値は、次

のとおりです。

 • 空白：（Reject）ピアは到達不能として廃棄されました。

 • falsetick：ピアは不適切なクロックとして廃棄されました。

 • excess：ピアは直近の 10 のピアに含まれていないため廃棄されました。

 • outlier：ピアは隔絶サーバとして廃棄されました。

 • candidate：ピアは、同期化可能な対象として選択されました。

 • selected：このピアとほぼ同期化されています。

 • sys.peer：このピアと同期化されています。

 • pps.peer：1 秒ごとのパルス信号を基準として、このピアと同期化されて 
います。

last_event システムで最後に発生したイベント。有効となる値は、次のとおりです。

 • （空欄）

 • IP error

 • Auth fail

 • lost reach

 • reachable

 • clock expt

これらの値の説明については、表 42 を参照してください。
cnt NTP がコンソールに対して最後にエラーを返した後、発生したイベントの件 

数。この値はラップせず、15（16 進数の F）で増加が停止します。正常に動  
作しているサーバの場合、この値は 1 または 0 です。

表 44 show ntp associations のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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表 45 show ntp associations assoc-id のフィールドの説明 

フィールド 説明

status ピアのステータス。この行の値の説明については、表 41、表 42、および表 44
を参照してください。

srcadr ホスト サーバの IP アドレス。
srcport ホスト サーバのポート アドレス。 
dstadr 宛先サーバの IP アドレス。 
dstport 宛先サーバのポート アドレス。
leap NTP のタイムスケールに、ただちにうるう秒が挿入されることを警告する 2  

ビットのコード。有効となる値は、次のとおりです。

 • 00：警告なし

 • 01：最後の分が 61 秒

 • 10：最後の分が 59 秒

 • 11：アラーム条件（クロックが同期化されていない）
stratum プライマリのクロック ソースまでのサーバ ホップ数。有効となる値は、次の  

とおりです。

 • 0：未指定

 • 1：プライマリ クロック リファレンス

 • 2 ～ 255：NTP を使用したセカンダリ リファレンス

層の値が 15 である場合、サーバは同期化されていない可能性があります。  
サーバのクロックをリセットする必要があります。

precision クロックの精度（秒単位、2 の累乗の指数）。 
rootdelay 同期化サブネットのルートにあるプライマリ リファレンス ソースへの往復  

遅延（秒単位）。

rootdispersion 同期化サブネットのルートにあるプライマリ リファレンス ソースとの相対  
的な最大誤差（秒単位）。

refid 同期化の対象として選択したピアの IP アドレス。
reach ピアの到達可能性ステータスの履歴（8 進数）。ポーリング期間中にサーバに 

到達した場合は各ビットが 1 に設定され、到達しなかった場合は 0 に設定さ    
れます。377 という値は、直近の 8 回の試行が成功したことを示しています。

unreach 有効なパケットが最後に受信された後のポーリング間隔の数。

hmode ホスト サーバのアソシエーション モード。有効となる値は、次のとおりです。

 • 0：未指定

 • 1：対称アクティブ

 • 2：対称パッシブ

 • 3：クライアント

 • 4：サーバ

 • 5：ブロードキャスト

 • 6：NTP 制御メッセージ用に予約済み

 • 7：プライベート利用のために予約済み
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pmode ピア サーバのアソシエーション モード。有効となる値は、次のとおりです。

 • 0：未指定

 • 1：対称アクティブ

 • 2：対称パッシブ

 • 3：クライアント

 • 4：サーバ

 • 5：ブロードキャスト

 • 6：NTP 制御メッセージ用に予約済み

 • 7：プライベート利用のために予約済み
hpoll ホストから転送されるメッセージの最小間隔（秒単位、2 の累乗の指数）。
ppoll ピアに転送されるメッセージの最小間隔（秒単位、2 の累乗の指数）。
flash パケットに対して一連の診断テストを実行した後のパケットのステータス。

表 43 にある flash フィールドの値の説明を参照してください。
keyid メッセージ認証コードの生成に使用された暗号鍵の ID。
offset クライアントとサーバの時刻の差（ミリ秒単位）。

delay パケットの往復遅延（ミリ秒単位）。

dispersion 時刻オフセットが、所定の時刻サーバからどの程度離れているかを表す尺度

（ミリ秒単位）。

jitter Cisco Unity Express クロックの推定時刻誤差（ミリ秒単位）。RMS 時刻差の指    
数平均として計算されます。

reftime ローカル クロックが最後に更新された時点の現地時間（タイムスタンプ形 
式）。ローカル クロックが 1 回も同期化されていない場合、この値は 0 です。

org ピアの最新の NTP メッセージが送信された時点での、ピアの現地時間（タイ  
ムスタンプ形式）。ピアが到達不能になった場合、この値は 0 です。

rec ピアから最新の NTP メッセージが到達した時点の現地時間（タイムスタンプ  
形式）。ピアが到達不能になった場合、この値は 0 です。

xmt NTP メッセージが送信側を出発した時点の現地時間（タイムスタンプ形式）。
filtdelay ピア クロックとローカル クロック間のネットワークでの往復遅延（秒単位）。
filtoffset ピア クロックからローカル クロックへの相対的なオフセット（秒単位）。
filtdisp ネットワーク経由でのピア クロックとローカル クロックの相対的な最大誤  

差（秒単位）。表示される可能性があるのは、0 より大きい値のみです。

表 45 show ntp associations assoc-id のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

show ntp servers NTP サーバのリストおよび各 NTP サーバの現在の状態を表示します。
show ntp source NTP サーバのプライマリ時刻ソースを表示します。
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show ntp servers
NTP サーバのリストおよび現在のステータスを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで     
show ntp servers コマンドを使用します。

show ntp servers

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、NTP サーバのリスト、状態、および各サーバに関連付けられているリモート ピ  
アの要約情報を表示します。

例 次の例は、show ntp servers コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp servers

remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
*10.100.10.65 127.127.7.1    8 u  933 1024  377    0.430   -1.139   0.158
space reject,       x falsetick,       . excess,          - outlyer
+ candidate,        # selected,        * sys.peer,        o pps.peer

表 46 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.1.2 このコマンドが、Cisco Unified Communications Manager および Cisco     
Unified Communications Manager Express の両方で Cisco Unity Express       
ネットワーク モジュール（NM）、拡張統合モジュール（AIM）に導入 
されました。

表 46 show ntp servers のフィールドの説明 

フィールド 説明

remote リモート サーバの IP アドレス。
refid サーバの現在の時刻ソース。

st リモート サーバへのホップ数（層）。
t ピアのタイプ。有効となる値は、次のとおりです。

 • l：ローカル

 • u：ユニキャスト

 • m：マルチキャスト

 • b：ブロードキャスト
when パケットを最後に受信した時刻。

poll ポーリング間隔（秒単位）。
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reach ピアの到達可能性ステータスの履歴（8 進数）。ポーリング期間中にサーバに 
到達した場合は各ビットが 1 に設定され、到達しなかった場合は 0 に設定さ    
れます。377 という値は、直近の 8 回の試行が成功したことを示しています。

delay パケットの往復遅延（ミリ秒単位）。

offset クライアントとサーバの時刻の差（ミリ秒単位）。

jitter Cisco Unity Express クロックの推定時刻誤差（ミリ秒単位）。RMS 時刻差の指    
数平均として計算されます。

（符号コード） リモート IP アドレスの先頭に付加されるこの文字は、クロック選択プロセス  
におけるアソシエーションのステータスを示します。有効となる値は、次の

とおりです。

 • 空白  Reject：ピアは到達不能として廃棄されました。

 • x  Falsetick：ピアは不適切なクロックとして廃棄されました。

 • .   Excess：ピアは直近の 10 のピアに含まれていないため廃棄されました。

 • –   Outlier：ピアは隔絶サーバとして廃棄されました。

 • +  Candidate：ピアは、同期化可能な対象として選択されました。

 • #  Selected：このピアとほぼ同期化されています。

 • *  Sys.peer：このピアと同期化されています。

 • o  PPS.peer：1 秒ごとのパルス信号を基準として、このピアと同期化され   
ています。

表 46 show ntp servers のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

ntp server NTP サーバを設定します。
show ntp associations NTP サーバのアソシエーション ID のリストおよびピアのステータス   

を表示します。

show ntp source NTP サーバの時刻ソースを表示します。
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show ntp source
NTP サーバの時刻ソースを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show ntp source コマ        
ンドを使用します。

show ntp source [detail]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、NTP サーバのプライマリ時刻ソースまでの NTP サーバ チェーンをローカル ホス     
トから順に表示します。

例 次の例は、show ntp source コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp source

127.0.0.1: stratum 9, offset 0.000015, synch distance 0.03047
10.100.10.65: stratum 8, offset -0.001124, synch distance 0.00003

表 47 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

detail （オプション）NTP サーバについて詳細な情報を表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.1.2 このコマンドが、Cisco Unified Communications Manager および Cisco     
Unified Communications Manager Express の両方で Cisco Unity Express       
ネットワーク モジュール（NM）、拡張統合モジュール（AIM）に導入 
されました。

表 47 show ntp source のフィールドの説明

フィールド 説明

（最初のフィールド） ホストの IP アドレス。
stratum プライマリのクロック ソースまでのサーバ ホップ数。有効となる値  

は、次のとおりです。

 • 0：未指定

 • 1：プライマリ クロック リファレンス

 • 2 ～ 255：NTP を使用したセカンダリ リファレンス
offset ホストとローカル ホスト間の時刻オフセット（秒単位）。 
synch distance ホスト同期化距離。プライマリ ソースとの相対的な推定誤差です。
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次の例は、show ntp source detail コマンドのサンプル出力を示しています。

se-1-100-5-2# show ntp source detail

server 127.0.0.1, port 123
stratum 9, precision -17, leap 00
refid [10.10.10.65] delay 0.00012, dispersion 0.00000 offset 0.000011
rootdelay 0.00058, rootdispersion 0.03111, synch dist 0.03140
reference time:      af4a3ff7.926698bb  Thu, Mar 11 1993 14:47:19.571
originate timestamp: af4a4041.bf991bc5  Thu, Mar 11 1993 14:48:33.748
transmit timestamp:  af4a4041.bf90a782  Thu, Mar 11 1993 14:48:33.748

server 10.10.10.65, port 123
stratum 8, precision -18, leap 00
refid [172.16.7.1] delay 0.00024, dispersion 0.00000 offset -0.001130
rootdelay 0.00000, rootdispersion 0.00003, synch dist 0.00003
reference time:      af4a402e.f46eaea6  Thu, Mar 11 1993 14:48:14.954
originate timestamp: af4a4041.bf6fb4d4  Thu, Mar 11 1993 14:48:33.747
transmit timestamp:  af4a4041.bfb0d51f  Thu, Mar 11 1993 14:48:33.748

表 48 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

表 48 show ntp source detail のフィールドの説明 

フィールド 説明

server ホスト サーバの IP アドレス。
port ホスト サーバのポート番号。
stratum プライマリのクロック ソースまでのサーバ ホップ数。有効となる値  

は、次のとおりです。

 • 0：未指定

 • 1：プライマリ クロック リファレンス

 • 2 ～ 255：NTP を使用したセカンダリ リファレンス
precision クロックの精度（秒単位、2 の累乗の指数）。
leap NTP のタイムスケールに、ただちにうるう秒が挿入されること警告す 

る 2 ビットのコード。有効となる値は、次のとおりです。

 • 00：警告なし

 • 01：最後の分が 61 秒

 • 10：最後の分が 59 秒

 • 11：アラーム条件（クロックが同期化されていない）
refid 同期化の対象として選択したピアの IP アドレス。
delay パケットの往復遅延（ミリ秒単位）。

dispersion 時刻オフセットが、所定の時刻サーバからどの程度離れているかを表

す尺度（ミリ秒単位）。

offset ホストとローカル ホスト間の時刻オフセット（秒単位）。 
rootdelay 同期化サブネットのルートにあるプライマリ リファレンス ソースへ  

の往復遅延（秒単位）。

rootdispersion 同期化サブネットのルートにあるプライマリ リファレンス ソースと  
の相対的な最大誤差（秒単位）。

synch dist ホスト同期化距離。プライマリ ソースとの相対的な推定誤差です。
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reference time ローカル クロックが最後に更新された時点の現地時間（タイムスタン 
プ形式）。ローカル クロックが 1 回も同期化されていない場合、この   
値は 0 です。

originate timestamp ピアの最新の NTP メッセージが送信された時点での、ピアの現地時間  
（タイムスタンプ形式）。ピアが到達不能になった場合、この値は 0 で  
す。

transmit timestamp ピアから最新の NTP メッセージが到達した時点の現地時間（タイムス  
タンプ形式）。ピアが到達不能になった場合、この値は 0 です。

表 48 show ntp source detail のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

show ntp associations NTP サーバのアソシエーション ID のリストおよびピアのステータス   
を表示します。

show ntp servers NTP サーバのリストおよび各 NTP サーバの現在の状態を表示します。
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show ntp status
NTP サーバに関する統計情報を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show ntp status        
コマンドを使用します。

show ntp status

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show ntp status コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp status

NTP reference server 1:       10.100.6.9
Status:                       sys.peer
Time difference (secs):       3.268110005008586E8
Time jitter (secs):           0.17168384790420532

表 49 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

表 49 show ntp status のフィールドの説明 

フィールド 説明

NTP reference server 1 NTP サーバの IP アドレス。
Status クロック選択プロセスにおけるピア アソシエーションのステータス。 

有効となる値は、次のとおりです。

 • Reject：ピアは到達不能として廃棄されました。

 • Falsetick：ピアは不適切なクロックとして廃棄されました。

 • Excess：ピアは直近の 10 のピアに含まれていないため廃棄されま  
した。

 • Outlier：ピアは隔絶サーバとして廃棄されました。

 • Candidate：ピアは、同期化可能な対象として選択されました。

 • Selected：このピアとほぼ同期化されています。

 • Sys.peer：このピアと同期化されています。

 • PPS.peer：1 秒ごとのパルス信号を基準として、このピアと同期化 
されています。
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Time difference (secs) システム クロックと NTP サーバの時刻差（秒単位）。
Time jitter (secs) Cisco Unity Express クロックの推定時刻誤差（秒単位）。二乗平均平方   

根（RMS; root mean square）時刻差の指数平均として計算されます。

表 49 show ntp status のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

clock timezone ローカル タイム ゾーンを設定します。
ntp server Cisco Unity Express の NTP サーバを指定します。
show clock detail クロックに関する統計情報を表示します。
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show phone-authentication configuration
VoiceView Express 電話機の認証パラメータを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで      
show phone-authentication configuration コマンドを使用します。

show phone-authentication configuration

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM-CUE および Cisco Unified Communications Manager では、このコマンドは使用できません。

Cisco Unity Express 上の電話機認証サービスは、ボイス メッセージおよびグリーティングの録音再    
生中に IP Phone からの VoiceView Express 認証要求を処理します。このサービスを使用できるのは、      
Cisco Unity Express を Cisco Unified CME とともに使用している場合のみです。

このサービスはデフォルトで有効になっており、無効にすることはできません。

Cisco Unity Express を Cisco Unified CME と統合する場合、認証を必要とする IP Phone サービスが          
ネットワークに複数導入されているときは、Cisco Unity Express がプライマリ認証サービスとして   
動作し、Cisco Unity Express 以外のサービス要求を他のサーバにリレーする必要があります。

次の 2 つの URL を設定する必要があります。

 • Cisco Unified CME 認証 URL は、Cisco Unity Express を指している必要があります。この URL         
の形式は、http://cue-ip-address/voiceview/authentication/authenticate.do です。

 • Cisco Unity Express フォールバック認証 URL は、サードパーティのフォールバック サーバを指      
している必要があります。この URL の形式は、http://servername/path/filename です。   

Cisco Unity Express 以外のサービスからの認証要求は、このサードパーティ サーバにリレーさ    
れます。

例 次の例は、show phone-authentication configuration コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show phone-authentication configuration

Authentication service 
URL:        http://cuehost/voiceview/authentication/authenticate.do
Authentication Fallback Server URL:  http://172.16.10.10/auth-server/authenticate.asp

表 50 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

表 50 show phone-authentication configuration のフィールドの説明

フィールド 説明

Authentication service URL: Cisco Unity Express を指す Cisco Unified CME 認証サービ       
ス URL。

Authentication Fallback Server URL: Cisco Unity Express フォールバック サーバの URL。
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関連コマンド コマンド 説明

enable（VoiceView Express） VoiceView Express 機能を有効にします。

fallback-url（Cisco Unified 
Communications Manager Express のみ）

フォールバック認証サーバを設定します。

service phone-authentication VoiceView Express 電話機認証モードを開始します。
service voiceview VoiceView Express 設定モードを開始します。
service voiceview session terminate アクティブな VoiceView Express セッションを終了し   

ます。

session idletimeout（VoiceView Express） VoiceView Express セッションのアイドル タイムアウ   
ト値を指定します。

show voiceview configuration すべての VoiceView Express 構成パラメータを表示し   
ます。

show voiceview sessions アクティブな VoiceView Express セッションをすべて   
表示します。
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show privileges
システム上の使用可能な特権の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。

show privileges

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show privileges コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show privileges

System privileges

Privilegeid          Description
superuser
ManagePrompts
broadcast
ManagePublicList
ViewPrivateList

表 51 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

表 51 show privileges のフィールドの説明

フィールド 説明

Privilegeid 特権の名前。

Description 特権の説明文。

コマンド 説明

groupname Cisco Unity Express グループを設定します。
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show processes
CUE モジュールのサブシステムのステータスおよび統計情報を表示するには、Cisco Unity Express   
EXEC モードで show processes コマンドを使用します。

show processes [cpu | memory]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの出力は、テクニカル サポート担当者が問題を診断する場合に特に役立ちます。

例 次の例は、show processes コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show processes

STATE                    HEALTH   CMD             
online                   alive    syslog-ng       
online                   alive    platform_config 
online                   alive    rbcp            
online                   alive    trace           
online                   alive    cli             
online                   alive    ntp             
online                   alive    ldap            
online                   alive    superthread     
online                   alive    sql             
online                   alive    http            
online                   alive    ccn             
online                   alive    probe           
online                   alive    downloader      
online                   alive    dns             
online                   alive    usermanager     
online                   alive    ccn_config      
online                   alive    backuprestore   
online                   alive    smtp            

次の例は、show processes cpu コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show processes cpu

Uptime (secs):                953302.54
User time (secs):             2352.6
Kernel time (secs):           38.14
Idle time (secs):             950911.8

cpu （オプション）CPU 時間を表示します。
memory （オプション）プロセスのメモリ使用状況を表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが Cisco Unity Express ネットワーク モジュールで導入さ     
れました。
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次の例は、show processes memory コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show processes memory

   VSZ   RSS   SHR   PVT    RD    RW   EXE   DAT   STK  %PVT CMD             
 12176  1256   988   268     0   220   780   244    12   0.1 syslog-ng       
 20028  1148   928   220     0   296   772    36    44   0.1 platform_config 
 11840   964   756   208     0   220   684    36    24   0.1 rbcp            
 14076   956   748   208     0   208   688    44    16   0.1 trace           
  2080  1084   980   104     0    56   896   116    16   0.0 monitor         
 20320  1264  1000   264     0   304   852    76    32   0.1 ntp             
 11808  1008   824   184     0   284   676    36    12   0.1 probe           
 21256  2096   888  1208     0   352   684  1032    28   0.5 downloader      
 19292  3676  2476  1200     0   932  1772   912    60   0.5 ldap            
 17040     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0 sql             
 58992 39248  2056 37192     0   664  2988 34864   732  15.2 superthread     
 58560 38616  2900 35716     0   580  4020 33524   492  14.6 http            
 81824 45188  2820 42368     0   516  4016 39336  1320  17.3 ccn             
 58992 39248  2056 37192     0   664  2988 34864   732  15.2 smtp            
 35912 22128  1896 20232     0   556  2920 18444   208   8.3 cli 

表 52 で、show processes コマンドの出力に含まれているフィールドについて説明します。

表 53 で、show processes cpu コマンドの出力に含まれているフィールドについて説明します。

表 52 show processes のフィールドの説明

フィールド 説明

State 表示される可能性のある状態は、次の 2 つです。

 • online：サブシステムは要求を処理できる状態です。

 • ready-to-go-online：サブシステムは動作可能な状態ですが、メイン
の処理システムがサブシステムをオンラインにしていません。

Health 表示される可能性のある状態は、次の 2 つです。

 • alive：プロセスのプライマリ スレッドが存在しています。

 • dead：プロセスのプライマリ スレッドが存在していません。通常、 
プライマリ スレッドがデッド状態になると、サブシステムは再起 
動します。

CMD サブシステムの名前。

表 53 show processes cpu のフィールドの説明

フィールド 説明

Uptime (secs) 前回の再起動以後の経過秒数。

User time (secs) 前回の再起動以後に、システムが非特権コードを実行した秒数。

Kernel time (secs) 前回の再起動以後に、システムが特権コードを実行した秒数。

Idle time (secs) 前回の再起動以後に、システムがアイドル状態になった秒数。
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表 54 で、show processes memory コマンドの出力に含まれているフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 54 show processes memory のフィールドの説明

フィールド 説明

VSZ プロセス アドレス空間のサイズ（KB 単位）。
RSS プロセスが使用している物理メモリの容量（KB 単位）。
SHR 他のプロセスと共有される RSS の量（KB 単位）。
PVT このプロセスが排他的に使用する RSS の量（KB 単位）。
RD ファイルにマッピングされた読み取り専用データ メモリのサイズ（KB 

単位）。

RW ファイルにマッピングされた読み取り / 書き込みデータ メモリのサイ 
ズ（KB 単位）。

EXE ファイルにマッピングされた読み取り専用の実行可能ファイル メモリ 
のサイズ（KB 単位）。

DAT ファイルにマッピングされていない、スタック以外の読み取り / 書き
込みメモリのサイズ（KB 単位）。

STK ネイティブ スレッド スタックのサイズ。ファイルにマッピングされて  
いない読み取り /書き込みメモリ。

%PVT このプロセスが排他的に使用している RSS の割合（%）。
CMD サブシステムの名前。

コマンド 説明

show memory CUE モジュールのメモリ情報を表示します。
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show remote cache
Least Recently Used（LRU; 最低使用頻度）キャッシュの内容を表示するには、Cisco Unity Express     
EXEC モードで show remote cache コマンドを使用します。

show remote cache

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、リモート キャッシュに保持されているユーザのリストが表示されます。

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

表 55 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

表 55 show remote cache のフィールドの説明

フィールド 説明

ID リモート ユーザのロケーション ID。
LOCATION リモート ユーザのロケーション名。
EXTENSION リモート ユーザの内線番号。
LAST ACCESSED TIME リモート ユーザが直近にアクセスされた日時。

コマンド 説明

remote cache enable ローカル システム上の LRU キャッシュを有効にします。
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show remote user detail
ローカル システム上に設定されている特定のリモート ユーザの詳細を表示するには、Cisco Unity   
Express EXEC モードで show remote user detail コマンドを使用します。

show remote user detail username username

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、リモート ユーザ User Anyone の詳細が表示されます。

se-10-0-0-0# show remote user detail username useranyone

Full Name: User Anyone
First Name: User
Last Name: Anyone
Nick Name: 
Extension: 84444
Location Id: sjc

関連コマンド

username username リモート ユーザの名前。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

remote username location ローカル Cisco Unity Express システム上にリモート ユーザを設     
定します。

show remote userss ローカル システム上に設定されているリモート ユーザをすべ  
て表示します。
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show remote users
ローカル システム上に設定されているすべてのリモート ユーザの詳細を表示するには、Cisco Unity   
Express EXEC モードで show remote users コマンドを使用します。

show remote users

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、ローカル システムに設定されたすべてのリモート ユーザのリストが表示されます。

se-10-0-0-0# show remote users

user1
user2
user3
user4

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

remote username location ローカル Cisco Unity Express システム上にリモート ユーザを設     
定します。

show remote user detail ローカル システム上に設定されている特定のリモート ユーザ  
の詳細を表示します。
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show restriction-table
指定した規制テーブルに関する情報を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show     
restriction-table コマンドを使用します。

show restriction-table [table-name | all]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show restriction-table コマンドは、指定した規制テーブルの名前と内容を表示する場合に 
Cisco Unity Express EXEC モードで使用します。 

例 次の例は、show restriction-table table-name コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show restriction-table fax-restriction

Restriction Table:        fax-restriction
Minimum digits allowed:   1
Maximum digits allowed:   30
Dial Strings:
Preference    Call Pattern    Allowed

1             19000...     yes
2             170000       yes
3              *           yes

表 56 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

table-name 指定した規制テーブルを表示します。

all システムのすべての規制テーブルを表示します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 56 show restriction-table のフィールドの説明 

フィールド 説明

Restriction table: 規制テーブルの名前。

Minimum digits allowed: 規制される番号の許容最小桁数。

Maximum digits allowed: 規制される番号の許容最大桁数。

Dial Strings: テーブルにあるパターン番号エントリのリスト。

Preference テーブルにあるパターン番号のプライオリティ。数値が小さいほど、

プリファレンスが高くなります。

Call Pattern ダイヤルされた番号と照合する数値パターン。

Allowed ダイヤル パターンと一致する通話を許可または禁止するアクセス権。
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関連コマンド コマンド 説明

restriction create 規制テーブルを作成します。

restriction delete 規制テーブルを削除します。

restriction dial-string preference 規制テーブルのパターン番号を指定します。

restriction max-digits 規制テーブルでの最大桁数を指定します。

restriction min-digits 規制テーブルでの最小桁数を指定します。

voicemail fax restriction 規制テーブルをファックス機能に関連付けます。

voicemail live-record restriction 規制テーブルをライブ レコード機能に関連付けます。
voicemail live-reply restriction 規制テーブルを Live Reply 機能に関連付けます。
voicemail non-subscriber restriction 規制テーブルをユーザ以外へのメッセージ配信機能に関

連付けます。

voicemail notification restriction 規制テーブルをメッセージ通知機能に関連付けます。
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show running-config
現在の実行コンフィギュレーションを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show     
running-config コマンドを使用します。

show running-config [paged]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、フラッシュ メモリに格納されている実行コンフィギュレーションを表示します。

出力を画面上で 1 ページずつ表示するには、paged キーワードを使用します。

例 次の例は、show running-config コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show running-config

Generating configuration:

! Timezone Settings
clock timezone America/Los_Angeles

! hostname
hostname se-10-0-0-0

! Domain Name
ip domain-name localdomain
! DNS Servers
ip name-server 10.100.10.130

ntp server 10.100.6.9

groupname Administrators create
groupname sales create
groupname tech create

username user1 create
username user2 create
username user3 create
username user4 create
username user5 create
username user6 create
username user7 create
username user8 create

paged （オプション）現在の表示画面全体に出力を表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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username user9 create
username user1 phonenumber "2004"
username user2 phonenumber "2005"
username user4 phonenumber "2008"
username user6 phonenumber "2006"
username user7 phonenumber "2001"
username user8 phonenumber "2012"
username user9 phonenumber "2002"

groupname Administrators member user4
groupname Administrators member user6
groupname sales member user1
groupname sales member user9

backup server url "ftp://172.16.0.1/ftp" username "" password ""

ccn application autoattendant
 description "Auto Attendant"
 enabled
 maxsessions 8
 script "aa.aef"
 parameter "MaxRetry" "3"
 parameter "operExtn" "0"
 parameter "welcomePrompt" "AAWelcome.wav"
 end application

ccn application ciscomwiapplication
 description "ciscomwiapplication"
 enabled
 maxsessions 8
 script "setmwi.aef"
 parameter "strMWI_OFF_DN" "8001"
 parameter "strMWI_ON_DN" "8000"
 parameter "CallControlGroupID" "0"
 end application

ccn application voicemail
 description "voicemail"
 enabled
 maxsessions 8
 script "voicebrowser.aef"
 parameter "logoutUri" "http://localhost/voicemail/vxmlscripts/
 parameter "uri" "http://localhost/voicemail/vxmlscripts/login.
 end application

ccn engine
 end engine

ccn subsystem sip
 gateway address "10.100.6.9"
 end subsystem

ccn trigger sip phonenumber 6700
 application "autoattendant"
 enabled
 locale "en_ENU"
 maxsessions 8
 end trigger

ccn trigger sip phonenumber 6800
 application "voicemail"
 enabled
 locale "en_ENU"
 maxsessions 8
 end trigger

voicemail default mailboxsize 3000
voicemail mailbox owner "user1" size 3000
 description "User 1"
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 end mailbox

voicemail mailbox owner "user2" size 3000
 description "User 2"
 end mailbox

voicemail mailbox owner "user3" size 3000
 description "User 3"
 end mailbox

voicemail mailbox owner "user4" size 3000
 description "User 4"
 end mailbox

voicemail mailbox owner "user5" size 3000
 description "User 5"
 end mailbox

voicemail mailbox owner "user6" size 3000
 description "User 6"
 end mailbox

voicemail mailbox owner "user7" size 3000
 description "User 7"
 end mailbox

voicemail mailbox owner "user8" size 3000
 description "User 8"
 end mailbox

end

関連コマンド コマンド 説明

copy ftp ネットワーク FTP サーバのデータを別の場所にコピーします。
copy running-config 実行コンフィギュレーションを別の場所にコピーします。

copy startup-config スタートアップ コンフィギュレーションを別の場所にコピーします。
copy tftp ネットワーク TFTP サーバのデータを別の場所にコピーします。
erase startup-config スタートアップ コンフィギュレーションを削除します。
show startup-config スタートアップ コンフィギュレーションを表示します。
write 実行コンフィギュレーション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 security detail
パスワードおよび PIN のシステム全体にわたる設定を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モー      
ドで show security detail コマンドを使用します。

show security detail 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 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
Password Lockout:         Disabled                           
Password History Depth:   1                                  
PIN Expires:              true
PIN Age:                  45 days
PIN Length (min):         4
PIN Length (max):         16
Pin Lockout:              Disabled                           
PIN History Depth:        1 

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
Password Lockout:         Disabled                           
Password History Depth:   1                                  
PIN Expires:              false
PIN Age:                  45 days
PIN Length (min):         3
PIN Length (max):         16
Pin Lockout:              Disabled                           
PIN History Depth:        1 

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

3.0 このコマンドが変更され、パスワードおよび PIN のシステム全体にわ  
たる新しいパラメータが表示されるようになりました。
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表 57 で、show security detail コマンドの出力に含まれているフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 57 show security detail のフィールドの説明 

フィールド 説明

Password Expires パスワードの有効期間がオンになっているかどうかを示します。

Password Age ユーザのパスワードの最大有効日数。

Password Length (min) すべてのユーザのパスワードの最小文字数。

Password Length (max) すべてのユーザのパスワードの最大文字数。

Password Lockout パスワードのロックアウトがオンになっているかどうかを示します。

Password History Depth システムに記録される過去のパスワードの数を示します。

PIN Expires パスワードの有効期間がオンになっているかどうかを示します。

PIN Age ユーザの PIN の最大有効日数。
PIN Length (min) すべてのユーザの PIN の最小桁数。
PIN Length (max) すべてのユーザの PIN の最大桁数。
PIN Lockout PIN のロックアウトがオンになっているかどうかを示します。
PIN History Depth システムに記録される過去の PIN の数を示します。

コマンド 説明

security password ローカル システムのパスワードの長さと有効期間を設定します。
security pin ローカル システムの PIN の長さと有効期間を設定します。
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show security ssh
設定されている SSH（セキュア シェル）サーバおよびそのフィンガープリントのリストを表示する  
には、Cisco Unity Express EXEC モードで show security ssh known-hosts コマンドを使用します。

show security ssh known-hosts

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show security ssh known-hosts コマンドは、設定されている SSH（セキュア シェル）サーバおよび      
そのフィンガープリントのリストを表示する場合に Cisco Unity Express EXEC モードで使用します。     
これらのフィンガープリントは、SSH サーバ認証を実行するために使用されます。

例 次の例は、show security ssh known-hosts コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show security ssh known-hosts

192.168.138.208 ssh-rsa  a5:3a:12:6d:e9:48:a3:34:be:8f:ee:50:30:e5:e6:c3
172.16.103.231 ssh-rsa  5c:31:00:89:04:ed:2e:fc:bd:eb:26:23:cd:24:c0:b6

この出力から、次の情報を得ることができます。

 • SSH サーバのホスト名または IP アドレス。

 • SSH サーバのホスト キーの MD5（メッセージ ダイジェスト アルゴリズム 5）フィンガープリ      
ントが、DSA（デジタル署名アルゴリズム）または RSA 暗号化アルゴリズムのどちらを使用し  
て作成されたか。

 • MD5 フィンガープリントの文字列。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

backup server authenticate バックアップ サーバのホスト キーのフィンガープリントを取  
得します。

security ssh SSH（セキュア シェル）サーバのホスト キーの MD5（メッセー   
ジ ダイジェスト アルゴリズム 5）フィンガープリントを設定し   
ます。
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show smtp server
SMTP サーバの設定を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show smtp server コマンド        
を使用します。

show smtp server

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show smtp server コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show smtp server

SMTP Server: 172.16.1.1
Authentication: Required
Username: smtp123

次の例は、認証が不要な場合の出力を示しています。

se-10-0-0-0# show smtp server

SMTP Server: 10.10.5.12
Authentication: Not Required

次の例は、SMTP サーバが設定されていない場合のエラー メッセージを示しています。

se-10-0-0-0# show smtp server

SMTP Server is not configured.

表 58 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

表 58 show smtp server のフィールドの説明

フィールド 説明

SMTP Server: SMTP サーバのホスト名または IP アドレス。
Authentication: SMTP サーバで認証が必要かどうかを示すステータス。
Username: SMTP サーバの認証ユーザ ID。

コマンド 説明

smtp server address 文字対応デバイスにメッセージ通知を送信するための SMTP サーバを  
設定します。
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show software
インストールされているソフトウェアの特性を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
show software コマンドを使用します。

show software {directory | download server | licenses | packages | versions}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

directory ソフトウェアのディレクトリを表示します。

download server FTP サーバの IP アドレスを表示します。
licenses ご購入済みのシステム ライセンスに関する条件および制約を表示します。
packages 設定されている Cisco Unity Express アプリケーション パッケージを表示しま     

す。

versions 設定されているソフトウェアおよびアプリケーションの現在のバージョンを

表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

2.0 このコマンドが Cisco Unity Express ネットワーク モジュールについて     
更新されました。
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例 次の例は、show software コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show software download server

Download server URL is: ftp://172.16.0.1/ftp

se-10-0-0-0# show software licenses

Core:
 - application mode: CME
 - total usable system ports: 8

Voicemail/Auto Attendant:
 - max system mailbox capacity time: 6000
 - max general delivery mailboxes: 20
 - max personal mailboxes: 100

Languages:
 - max installed languages: unlimited
 - max enabled languages: 1

se-10-0-0-0# show software packages

Installed Packages:
 - Core (Integrated Voice Services - Core)
 - Auto Attendant (Integrated Voice Services - Auto Attendant)
 - Voice Mail (Integrated Voice Services - Voice Mail)
 - Boot Loader (Service Engine Bootloader)

Installed Languages:
 - US English (English language pack)

se-10-50-10-125# show software versions 

Installed Packages:
Software Version: 3.0.1
 - Installer  3.0.1.0

- Thirdparty 2.3.1.0
- Bootloader (Primary) 2.1.14
- Infrastructure  2.3.2.0
- Global 3.0.1.0
- Service Engine license 2.1.2.0
- Auto Attendant  3.0.0.12
- Voice Mail 10.2.3.1.0
- Bootloader (Secondary) 2.1.15.0
- Core  2.4.0.1
- GPL Infrastructure  2.2.1.0 

Installed Plug-ins: 

 - CUE Voicemail Language Support 3.0.0.0
- CUE Voicemail Brazilian Portuguese 3.0.0.0
- CUE Voicemail US English 3.0.0.0

関連コマンド コマンド 説明

show ccn application 設定されているアプリケーションを表示します。

show voicemail ボイスメール システムに対して設定されているプロパティを表示しま 
す。

voicemail default ボイスメール アプリケーションのデフォルト値を設定します。
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show software directory
ソフトウェアのダウンロード ファイルおよびダウングレード ファイルについてディレクトリ情報  
を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show software directory コマンドを使用します。

show software directory {download | downgrade}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show software directory download コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-10-0-0# show software directory download

KBytes  Directory
27347   /dwnld/pkgdata

Directory listings

Directory: /dwnld/pkgdata

total 27347
drwxrwxr-x    2 root     daemon        136 Oct 18 19:30 .
drwxrwxr-x    4 root     daemon        136 Oct 18 19:30 ..
-rw-rw-r--    1 root     root     27857860 Oct 18 19:31 cue-vm-upgrade.2.1
-rw-rw-r--    1 root     root       113161 Oct 18 19:30 cue-vm.2.1.pkg
se-10-0-0-0#

次の例は、show software directory downgrade コマンドのサンプル出力を示しています。

se-172-16-0-0# show software directory downgrade

KBytes  Directory
6154    /dwnld/dwngrade

Directory listings

Directory: /dwnld/dwngrade

total 6154
drwxrwxrwx    3 root     daemon        184 Nov  3 17:22 .
drwxrwxr-x    4 root     daemon        360 Nov  3 17:22 ..
-rw-rw-r--    1 root     daemon        227 Oct 28 18:42 .uninstall_work_order
-rw-rw-r--    1 root     daemon    6286628 Oct 28 18:42 add_files.fhdr
drwxrwxr-x    2 root     daemon         48 Nov  3 17:22 tmp
se-10-0-0-0#

download ダウンロードのディレクトリ情報を表示します。

downgrade ダウングレードのディレクトリ情報を表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。
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関連コマンド

show startup-config
現在のスタートアップ コンフィギュレーションを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モード     
で show startup-config コマンドを使用します。

show startup-config [paged]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、フラッシュ メモリに格納されているスタートアップ コンフィギュレーションを  
表示します。

例 次の例は、show startup-config コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show startup-config

! This adds all the platform CLI commands
!

! hostname
hostname se-10-0-0-0

! Domain Name
ip domain-name localdomain

! DNS Servers
ip name-server 10.100.10.130

! Timezone Settings
clock timezone America/Los_Angeles
end

コマンド 説明

show ccn application 設定されているアプリケーションを表示します。

show voicemail ボイスメール システムに対して設定されているプロパティを表示しま 
す。

voicemail default ボイスメール アプリケーションのデフォルト値を設定します。

paged （オプション）現在の表示画面全体に出力を表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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関連コマンド コマンド 説明

copy ftp ネットワーク FTP サーバのデータを別の場所にコピーします。
copy running-config 実行コンフィギュレーションを別の場所にコピーします。

copy startup-config スタートアップ コンフィギュレーションを別の場所にコピーします。
copy tftp ネットワーク TFTP サーバのデータを別の場所にコピーします。
erase startup-config コンフィギュレーション データを削除します。
show running-config 実行コンフィギュレーションを表示します。

write 実行コンフィギュレーション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 system language
システムで設定されている使用言語、および使用可能な言語のリストを表示するには、Cisco Unity 
Express EXEC モードで show system language コマンドを使用します。

show system language {preferred | installed}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unity Express で使用可能な言語バージョン、および現在設定されている言   
語バージョンを参照する場合に使用します。

各言語は、2 文字のコードの 2 ペアで表示されます。最初のペアは小文字、次のペアは大文字です。   
最初の 1 ペアは言語を表し、次のペアは言語が話されている地域を表します。たとえば、イギリス  
英語の場合は en_GB です。コードのペアと同じ行に、言語の完全な名前および製品バージョンも示  
されます。

例 次の例は、show system language preferred コマンドを使用した場合の出力を示しています。

se-10-0-0-0# show system language preferred 
Preferred Language: en_US 

次の例は、show system language installed コマンドを使用した場合の出力を示しています。

se-10-0-0-0# show system language installed 
Installed Languages: 
it_IT - Italian (Italian language pack) (2.3.0.0) 
es_ES - European Spanish (Spanish language pack) (2.3.0.0) 
en_US - US English (English language pack) (2.3.0.0) 
fr_FR - European French (French language pack) (2.3.0.0) 
ga_IE - Gaelic Irish English (Gaelic Irish language pack) (2.3.0.0) 
es_CO - Latin American Spanish (Latin American Spanish language pack) (2.3.0.0) 
es_MX - Mexican Spanish (Mexican Spanish language pack) (2.3.0.0) 
fr_CA - Canadian French (Canadian French language pack) (2.3.0.0) 
en_GB - British English (British English language pack) (2.3.0.0) 
da_DK - Danish (Danish language pack) (2.3.0.0) 
pt_BR - Brazilian Portuguese (Brazilian Portuguese language pack) (2.3.0.0) 
de_DE - German (German language pack) (2.3.0.0) 
ko_KR - Korean (Korean language pack) (2.3.0.0) 
zh_CN - Mandarin Chinese (Mandarin Chinese language pack) (2.3.0.0) 
ja_JP - Japanese (Japanese language pack) (2.3.0.0)

関連コマンド

preferred システムで使用している言語。

installed 使用可能な言語。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが Cisco Unity Express で導入されました。

コマンド 説明

system language preferred システムの言語を設定します。
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show trace buffer
メモリに保持されているイベントのリストを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
show trace buffer コマンドを使用します。

show trace buffer [containing string [long | short] | long [paged] | short [paged] | tail [number [long | 
short]]]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、メモリ バッファにキャプチャされているトレース イベントのリストを表示しま  
す。デバッグ用に設定されたトレース イベントを監視するには、このコマンドを使用します。Ctrl+C 
キーを押すと出力を停止できます。

containing string （オプション）検索条件式と一致するイベントのみを表示します。

long （オプション）多くのエラー コードおよびリターン コードについて、詳細な  
テキストを表示します。

short （オプション）16 進数のコードを表示します。
paged （オプション）出力を一度に 1 ページずつ表示します。
tail （オプション）最新のイベントを発生と同時に表示します。

number （オプション）直近のイベントを number 件表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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例 次の例は、show trace buffer コマンドの出力（抜粋）を示しています。

se-10-0-0-0# show trace buffer

Press <CTRL-C> to exit...
238 09/19 23:23:11.041 TRAC TIMZ 0 UTC UTC 0
238 09/19 23:23:11.043 TRAC TIMZ 0 UTC UTC 0
800 09/19 23:28:04.152 WFSP MISC 0 WFSysdbLimits::WFSysdbLimits hwModuleType=NM
800 09/19 23:28:04.171 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getProp
800 09/19 23:28:04.171 WFSP MISC 0 keyName = limitsDir
str = /sw/apps/wf/ccnapps/limits
800 09/19 23:28:04.197 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getNodeXml
800 09/19 23:28:04.197 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getProp
800 09/19 23:28:04.198 WFSP MISC 0 keyName = limits
str = <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> <attrList> <a
ttrDecl purpose="CONFIG" type="INT32" maxsize="4"> <node>limits</node> <attr>max
_scripts</attr> <desc>maximum number of scripts</desc> <value>0</value> </attrDe
cl> <attrDecl purpose="CONFIG" type="INT32" maxsize="4"> <node>limits</node> <at
tr>max_prompts</attr> <desc>maximum number of prompts</desc> <value>0</value> </
attrDecl> </attrList>
800 09/19 23:28:04.199 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getNodeXml(str, str)
800 09/19 23:28:04.200 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getProp
800 09/19 23:28:04.200 WFSP MISC 0 keyName = app

関連コマンド コマンド 説明

show begin 指定した文字列を始点として、任意の show コマンドの出力を開始します。
show exclude show コマンドの出力をフィルタリングして、特定の正規表現を含む行を 

非表示にします。

show include show コマンドの出力をフィルタリングして、特定の正規表現を含む行の 
みを表示します。
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show trace store
atrace.log ファイルに含まれているイベントのリストを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モー     
ドで show trace store コマンドを使用します。

show trace store [containing string [long | short] | long [paged] | short [paged] | tail [number [long | 
short]]]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、atrace.log ファイルに保存されているトレース イベントのリストを表示します。デ  
バッグ用に設定されたトレース イベントを監視するには、このコマンドを使用します。atrace.log 
ファイルの容量は、AIM では 10 MB、NM では 100 MB です。atrace.log ファイルのサイズが上限に        
達した場合は、ファイルの内容が atrace.log.prev ファイルにコピーされ、処理が再開されます。Ctrl+C  
キーを押すと出力を停止できます。

containing string （オプション）検索条件式と一致するイベントのみを表示します。

long （オプション）多くのエラー コードおよびリターン コードについて、詳細な  
テキストを表示します。

short （オプション）16 進数のコードを表示します。
paged （オプション）出力を一度に 1 ページずつ表示します。
tail （オプション）最新のイベントを発生と同時に表示します。

number （オプション）直近のイベントを number 件表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュール（NM）    
および Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されま       
した。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。
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例 次の例は、show trace store コマンドの出力（抜粋）を示しています。

se-10-0-0-0# show trace store

Press <CTRL-C> to exit...
238 09/19 23:23:11.041 TRAC TIMZ 0 UTC UTC 0
238 09/19 23:23:11.043 TRAC TIMZ 0 UTC UTC 0
800 09/19 23:28:04.152 WFSP MISC 0 WFSysdbLimits::WFSysdbLimits hwModuleType=NM
800 09/19 23:28:04.171 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getProp
800 09/19 23:28:04.171 WFSP MISC 0 keyName = limitsDir
str = /sw/apps/wf/ccnapps/limits
800 09/19 23:28:04.197 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getNodeXml
800 09/19 23:28:04.197 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getProp
800 09/19 23:28:04.198 WFSP MISC 0 keyName = limits
str = <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> <attrList> <a
ttrDecl purpose="CONFIG" type="INT32" maxsize="4"> <node>limits</node> <attr>max
_scripts</attr> <desc>maximum number of scripts</desc> <value>0</value> </attrDe
cl> <attrDecl purpose="CONFIG" type="INT32" maxsize="4"> <node>limits</node> <at
tr>max_prompts</attr> <desc>maximum number of prompts</desc> <value>0</value> </
attrDecl> </attrList>
800 09/19 23:28:04.199 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getNodeXml(str, str)
800 09/19 23:28:04.200 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getProp
800 09/19 23:28:04.200 WFSP MISC 0 keyName = app

関連コマンド コマンド 説明

show begin 指定した文字列を始点として、任意の show コマンドの出力を開始します。
show exclude show コマンドの出力をフィルタリングして、特定の正規表現を含む行を 

非表示にします。

show include show コマンドの出力をフィルタリングして、特定の正規表現を含む行の 
みを表示します。

show logs ログ ファイルのリストを表示します。
show trace store-prev atrace.log.prev ファイルに含まれているイベントのリストを表示します。
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show trace store-prev
atrace.log.prev ファイルに含まれているイベントのリストを表示するには、Cisco Unity Express EXEC    
モードで show trace store-prev コマンドを使用します。

show trace store-prev [containing string [long | short] | long [paged] | short [paged] | tail [number 
[long | short]]]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、atrace.log.prev ファイルにキャプチャされているトレース イベントのリストを表  
示します。デバッグ用に設定されたトレース イベントを監視するには、このコマンドを使用しま 
す。atrace.log ファイルの容量は、AIM では 10 MB、NM では 100 MB です。atrace.log ファイルのサ         
イズが上限に達した場合は、ファイルの内容が atrace.log.prev ファイルにコピーされ、処理が再開  
されます。Ctrl+C キーを押すと出力を停止できます。

containing string （オプション）検索条件式と一致するイベントのみを表示します。

long （オプション）多くのエラー コードおよびリターン コードについて、詳細な  
テキストを表示します。

short （オプション）16 進数のコードを表示します。
paged （オプション）出力を一度に 1 ページずつ表示します。
tail （オプション）最新のイベントを発生と同時に表示します。

number （オプション）直近のイベントを number 件表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュール（NM）    
および Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されま       
した。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。



S
show trace store-prev

386
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス

OL-14012-01-J

例 次の例は、show trace store-prev コマンドの出力（抜粋）を示しています。

se-10-0-0-0# show trace store-prev

Press <CTRL-C> to exit...
238 09/19 23:23:11.041 TRAC TIMZ 0 UTC UTC 0
238 09/19 23:23:11.043 TRAC TIMZ 0 UTC UTC 0
800 09/19 23:28:04.152 WFSP MISC 0 WFSysdbLimits::WFSysdbLimits hwModuleType=NM
800 09/19 23:28:04.171 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getProp
800 09/19 23:28:04.171 WFSP MISC 0 keyName = limitsDir
str = /sw/apps/wf/ccnapps/limits
800 09/19 23:28:04.197 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getNodeXml
800 09/19 23:28:04.197 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getProp
800 09/19 23:28:04.198 WFSP MISC 0 keyName = limits
str = <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> <attrList> <a
ttrDecl purpose="CONFIG" type="INT32" maxsize="4"> <node>limits</node> <attr>max
_scripts</attr> <desc>maximum number of scripts</desc> <value>0</value> </attrDe
cl> <attrDecl purpose="CONFIG" type="INT32" maxsize="4"> <node>limits</node> <at
tr>max_prompts</attr> <desc>maximum number of prompts</desc> <value>0</value> </
attrDecl> </attrList>
800 09/19 23:28:04.199 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getNodeXml(str, str)
800 09/19 23:28:04.200 WFSP MISC 0 WFSysdbProp::getProp
800 09/19 23:28:04.200 WFSP MISC 0 keyName = app

関連コマンド コマンド 説明

show begin 指定した文字列を始点として、任意の show コマンドの出力を開始します。
show exclude show コマンドの出力をフィルタリングして、特定の正規表現を含む行を 

非表示にします。

show include show コマンドの出力をフィルタリングして、特定の正規表現を含む行の 
みを表示します。

show logs ログ ファイルのリストを表示します。
show trace store atrace.log ファイルに含まれているイベントのリストを表示します。
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show user detail username
特定のユーザの詳細設定を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show user detail       
username コマンドを使用します。

show user detail username username

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unity Express EXEC モードまたは Cisco Unity Express 設定モードのいずれか        
で username コマンドを使用して設定されたユーザを表示します。

例 次の例は、show user detail username コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show user detail username user1

Full Name:          User 1
First Name:
Last Name:          user1
Nickname:           user1
Phone:              2004
Phone(E.164):
Fax: 2004
Language:           en_ENU

表 59 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

username 詳細設定を表示するユーザの名前。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

3.0 このコマンドが変更され、ユーザに割り当てられているファックス内

線番号も表示されるようになりました。

表 59 show user detail username のフィールドの説明 

フィールド 説明

Full Name ユーザの姓名。

First Name ユーザの名。

Last Name ユーザの姓。

Nickname （オプション）ユーザの通称。

Phone ユーザに割り当てられている内線番号または電話番号。

Phone(E.164) ユーザに割り当てられている 11 桁の電話番号。



S
show user detail username

388
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス

OL-14012-01-J

関連コマンド

Fax ユーザに割り当てられているファックス内線番号。

Language このユーザのプロンプトで使用される言語。

表 59 show user detail username のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

show users ユーザ名のリストを表示します。

username（設定） Cisco Unity Express のユーザを設定します。
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show user profiles
ユーザに対して設定されている通知プロファイルのリストを表示するには、Cisco Unity Express  
EXEC モードで show user profiles コマンドを使用します。

show user profiles username user-id

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show user profiles コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show user profiles username user3

vm-notif-profile

関連コマンド

username user-id 通知プロファイルを表示するユーザの ID。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

username profile（電話デバイス）ユーザの携帯電話へのメッセージ通知を設定します。
username profile email ユーザの電子メールへのメッセージ通知を設定します。

username profile num-pager ユーザの数字対応デバイスへのメッセージ通知を設定します。

username profile text-pager ユーザの文字対応デバイスへのメッセージ通知を設定します。
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show users
設定されているユーザのリストを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show users コ       
マンドを使用します。

show users

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unity Express EXEC モードまたは Cisco Unity Express 設定モードのいずれか        
で username コマンドを使用して設定されたすべてのユーザのアルファベット順リストを表示しま  
す。

例 次の例では、ボイスメール システムに設定されているユーザが一覧表示されます。

se-10-0-0-0# show users

user1
user2
user3
user4
user5
user6
user7
user8
user9

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show user detail username 特定のユーザの詳細設定を表示します。

username（設定） Cisco Unity Express のユーザを設定します。
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show version
Cisco Unity Express ハードウェア コンポーネントのバージョンを表示するには、Cisco Unity Express      
EXEC モードで show version コマンドを使用します。

show version

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、インストールされている Cisco Unity Express ハードウェア コンポーネントのリス     
トをバージョンおよびシリアル番号とともに表示します。 

例 次の例では、Cisco Unity Express システムのハードウェア コンポーネントが一覧表示されます。

se-10-0-0-0# show version

CPU Model:                    Pentium III (Coppermine)
CPU Speed (MHz):              498.677
CPU Cache (KByte):            256
Chassis Type:                 C3745
Chassis Serial:               JMX0633L3RW
Module Type:                  NM
Module Serial:                JAB0552066P
CF info:                      HITACHI_DK23DA-20

表 60 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 表示内容に、コンパクト フラッシュの情報が追加されました。

表 60 show version のフィールドの説明 

フィールド 説明

CPU Model: Cisco Unity Express モジュールの CPU のモデル。
CPU Speed (MHz): CPU の速度（MHz 単位）。
CPU Cache (KByte): CPU キャッシュのサイズ（KB 単位）。
Chassis Type: Cisco Unity Express モジュールのシャーシのタイプ。
Chassis Serial: シャーシのシリアル番号。

Module Type: インストールされている Cisco Unity Express モジュールのタイプ。
Module Serial: Cisco Unity Express モジュールのシリアル番号。
CF Info: Cisco Unity Express モジュールのブランド。
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関連コマンド

show voicemail
ボイスメール システムのプロパティを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show      
voicemail コマンドを使用します。

show voicemail {detail {mailbox | user} name | limits | mailboxes [idle number-of-days] | usage | users}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

コマンド 説明

show software インストールされている Cisco Unity Express ソフトウェア コンポーネ     
ントのバージョン番号を表示します。

detail {mailbox | user} name name 値で指定した共用メールボックスまたはユーザについて、 
詳細を表示します。共用メールボックスの場合、グループの名

前ではなく所有者の名前を使用します。

limits すべてのメールボックスのデフォルト値を表示します。

mailboxes 設定されたすべてのメールボックスと、その現在のストレージ

ステータスを表示します。

idle number-of-days （オプション）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すべての設定済み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を表示しま

す。

users すべてのローカル ボイスメール ユーザを一覧表示します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。idle キーワードが追    
加されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

2.1 mailboxes オプションおよび usage オプションの表示内容に、ブロード   
キャスト情報が追加されました。

2.3 mailboxes オプションおよび detail mailbox オプションに、後で配信す    
るようにスケジュールされているメッセージの数が追加されました。

3.0 mailboxes オプションおよび detail mailbox オプションに、ファックス    
の数が追加されました。
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使用上のガイドライン name 値で指定したユーザが個人用メールボックスを持っていて、共用メールボックスの所有者で 
ある場合、show voicemail detail mailbox コマンドを使用すると、指定したユーザの各メールボック    
スについて詳細が表示されます。

例 次の例は、show voicemail コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail detail mailbox tech

Owner:                                  /sw/local/groups/tech
Type:                                   General Delivery
Description:
Busy state:                             idle
Enabled:                                enabled
Mailbox Size (seconds):                 3000
Message Size (seconds):                 60
Play Tutorial:                          true
Space Used (seconds):                   0
Fax Enabled:                            true
Total Message Count:                    6
New Message Count:                      2
Saved Message Count:                    0
Future Message Count:                   1
Deleted Message Count:                  3
Fax Message Count:                      1
Expiration (days):                      30
Greeting:                               standard
Created/Last Accessed:                  Oct 15 2003 04:38:28 GMT+00:00

se-10-0-0-0# show voicemail detail mailbox user1

Owner:                                  /sw/local/users/user1
Type:                                   Personal
Description:                            user1
Busy state:                             idle
Enabled:                                enabled
Mailbox Size (seconds):                 3000
Message Size (seconds):                 60
Play Tutorial:                          true
Space Used (seconds):                   0
Fax Enabled:                            true
Total Message Count:                    12
New Message Count:                      3
Saved Message Count:                    3
Future Message Count:                   2
Deleted Message Count:                  4
Fax Message Count:                      1
Expiration (days):                      30
Greeting:                               standard
Zero Out Number:                        1234
Created/Last Accessed:                  Nov 05 2003 04:38:28 GMT+00:00
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表 61 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

次の例は、show voicemail limits コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail limits

Default Mailbox Size (seconds):         3000
Default Caller Message Size (seconds):  60
Maximum Recording Size (seconds):       900
Default Message Age (days):             30
System Capacity (minutes):              3600
Default Prompt Language:                en_ENU
Operator Telephone:                     1000
Maximum Broadcast Size (seconds):       300
Broadcast Message Age (days):           30
Broadcast Message MWI:                  disabled
Play Caller Id:                         disabled
Mandatory Message Expiry:               disabled
Mailbox Selection:                      last-redirect

表 61 show voicemail detail mailbox のフィールドの説明

フィールド 説明

Owner メールボックス空間のパス名。共用メールボックスの場合、これはグ

ループ所有者の名前ではありません。

Type メールボックスのタイプ（共用または個人用）。

Description （オプション）メールボックスの説明。

Busy state メールボックスの現在の動作状態。

Enabled 通話の受信に使用できるメールボックスであるかどうかを示します。

Mailbox Size (seconds) 設定されているメールボックス サイズ（秒単位）。
Message Size (seconds) メッセージの許容最大ストレージ サイズ（秒単位）。
Play Tutorial ユーザが初めてメールボックスにログインしたときに、ボイスメール

チュートリアルを再生するかどうか。

Space Used (seconds) 現在格納されているメッセージの使用秒数。

Fax Enabled ファックス ゲートウェイからのファックスをメールボックスで受信で 
きるかどうか。

Total Message Count メールボックスに格納されているメッセージの総数。

New Message Count メールボックスにある新しいメッセージの数。

Saved Message Count メールボックスにある開封済みメッセージの数。

Future Message Count 後で配信するようにスケジューリングされているメッセージの数。

Deleted Message Count メールボックスから削除されたメッセージの数。

Fax Message Count メールボックスにあるファックスの数。

Expiration (days) メールボックスにメッセージを格納できる最大日数。

Greeting アクティブになっているグリーティングのタイプ（標準またはオプ

ション）。

Zero Out Number 発信者が 0 を押して、自動受付アプリケーションからオペレータにア  
クセスしようとしたときにダイヤルされる内線番号。

Created /Last Accessed ユーザ プロファイルの作成日または最終アクセス日。
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表 62 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

次の例は、show voicemail mailboxes コマンドのサンプル出力を示しています。

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

OWNER             MSGS NEW SAVE DEL BCST FUTR  FAX  MSGTIME MBXSIZE USED
user1             16   16   0    0   4   1     2    3000    3000    100%
user2             16   16   0    0   4   0     4    3000    3000    100%
user3             16   16   0    0   4   2     2    3000    3000    100%
user4             16   16   0    0   4   1     0    3000    3000    100%

表 63 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

表 62 show voicemail limits のフィールドの説明 

フィールド 説明

Default Mailbox Size (seconds) 新しく作成されるメールボックスに設定されるサイズ（秒単

位）。

Default Caller Message Size (seconds) 新しいメールボックスでのメッセージの許容最大ストレー
ジ サイズ（秒単位）。

Maximum Recording Size (seconds) ユーザの発信グリーティングの最大長（秒単位）。

Default Message Age (days) 新しいメールボックスにメッセージを格納できる最長日数。

System Capacity (minutes) システムのすべてのメッセージおよびグリーティングの最

大ストレージ容量（分単位）。

Default Prompt Language ボイスメール プロンプトに使用される言語。
Operator Telephone ボイスメール オペレータの内線番号または電話番号。
Maximum Broadcast size (seconds) ブロードキャスト メッセージの最大長（秒単位）。
Broadcast Message Age (days) ブロードキャスト メッセージを格納できる最長日数。
Broadcast Message MWI ボイスメールボックスがブロードキャスト メッセージを受 

信した場合の MWI ライトのステータス。
Play Caller ID 着信ボイスメール メッセージに対する発信者 ID 情報の再生   

のステータス。

Mandatory Message Expiry システム全体にわたる必須メッセージの有効期限のステー

タス。

Mailbox Selection 転送通話のメッセージが格納されるメールボックス。

表 63 show voicemail mailboxes のフィールドの説明 

フィールド 説明

OWNER 設定されたメールボックスを所有しているユーザ。この他のユーザがシス

テムに設定されている場合も、このリストにはメールボックスを持つユー

ザのみが表示されます。

MSGS 所有者のメールボックスにあるメッセージの総数。

NEW 所有者のメールボックスにある新しいメッセージの数。

SAVE 所有者のメールボックスにある開封済みメッセージの数。

DEL 削除されたメッセージの数。

BCST 所有者のメールボックスにあるブロードキャスト メッセージの数。
FUTR 送信待ちメッセージの数。
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次の例は、show voicemail mailboxes idle コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail mailboxes idle 7

OWNER                              IDLE MSGS MSGTIME MBXSIZE
"user1"                            11   0    0       3000
"user2"                            11   0    0       3000
"user3"                            11   0    0       3000
"user4"                            11   0    0       3000
"user5"                            11   0    0       3000

表 64 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

次の例は、show voicemail usage コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail 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
messages left since boot:            5
messages played since boot:          2
messages deleted since boot:         0

FAX 所有者のメールボックスにあるファックスの数。

MSGTIME 所有者のメールボックスにあるメッセージの使用秒数の合計。

MBXSIZE 所有者のメールボックスのサイズ（秒単位）。

USED メッセージの所有者が使用している秒数。

表 63 show voicemail mailboxes のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

表 64 show voicemail mailboxes idle のフィールドの説明

フィールド 説明

OWNER メールボックス所有者のユーザ ID。
IDLE メールボックスがアイドル状態になっている日数。

MSGS メールボックスに格納されているメッセージの数。

MSGTIME メールボックスに現在格納されているメッセージの長さ（分単位）。

MBXSIZE メールボックスの最大ストレージ容量（分単位）。
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表 65 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

次の例は、show voicemail users コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail users

"user1,/sw/local/users"
"user2,/sw/local/users"
"user3,/sw/local/users"
"user4,/sw/local/users"
"user5,/sw/local/users"
“user6,/sw/local/users"
"user7,/sw/local/users"
"user8,/sw/local/users"
"user9,/sw/local/users"

表 65 show voicemail usage のフィールドの説明 

フィールド 説明

personal mailboxes 設定されている個人用メールボックスの数。

general delivery mailboxes 設定されている共用メールボックスの数。

orphaned mailboxes 身元不明メールボックスの数。

capacity of voicemail (minutes) ボイスメール システムの最大ストレージ容量（分単位）。
allocated capacity (minutes) ボイスメール システムに割り当てられているストレージ容量 

（分単位）。

total message time used (seconds) すべてのメッセージの使用秒数の合計。

total message count すべてのメールボックスに現在格納されているメッセージの

数。

average message length (seconds) すべてのボイス メッセージの長さの平均（秒単位）。
broadcast message count 現在格納されているブロードキャスト メッセージの数。
networking message count 録音されたネットワーク メッセージの数。
greeting time used (seconds) すべてのメールボックス グリーティングの使用秒数。
greeting count 録音されたグリーティングの数。

average greeting length (seconds) すべてのグリーティングの長さの平均（秒単位）。

total time used (seconds) すべてのメッセージおよびグリーティングの使用秒数の合計。

total time used (minutes) すべてのメッセージおよびグリーティングの使用量の合計（分

単位）。

percentage used time (%) 割り当てられている容量と合計使用量（分単位）の比率。

messages left since boot 前回のソフトウェア リロード以降に、共用メールボックス 
（GDM）を含むすべてのメールボックスにすべての発信者が残
したメッセージの数。

messages played since boot 前回のソフトウェア リロード以降に、GDM を含むすべてのボ  
イスメールボックスのユーザおよび所有者に再生されたメッ

セージの数。

messages deleted since boot 前回のソフトウェア リロード以降に、GDM を含むすべてのボ  
イスメールボックス所有者によって削除されたメッセージの

数。
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関連コマンド コマンド 説明

show voicemail messages future 後で配信するためにキューイングされているメッセージをすべ

て表示します。

voice mailbox owner ユーザまたはグループのメールボックスを設定します。

voice mailbox unlock メールボックスのロックを解除します。

voicemail message future delete 後で配信するためにキューイングされているメッセージを削除

します。
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show voicemail broadcast messages
ローカル システム上のすべてのブロードキャスト メッセージの詳細を表示するには、Cisco Unity   
Express EXEC モードで show voicemail broadcast messages コマンドを使用します。

show voicemail broadcast messages

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 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:             /sw/local/users/user23
Length(secs):       30
Start time:         08:41:09 Dec 7 2004 PST
End time:           09:00:00 Jan 3 2005 PST

表 66 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

表 66 show voicemail broadcast messages のフィールドの説明

フィールド 説明

Message ID: メッセージの符号化 ID。
Sender: 送信者の ID。リモート ロケーションからのメッセージが到着した場合  

は、電子メール ドメイン名が表示されます。ローカル ネットワーク上  
のユーザからのメッセージが到着した場合は、送信者へのパス名が表

示されます。

Length (secs): ブロードキャスト メッセージの長さ（秒単位）。
Start time: メッセージが使用可能になった日時およびタイム ゾーン。
End time: メッセージが終了した日時およびタイム ゾーン。
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関連コマンド コマンド 説明

show voicemail mailboxes ブロードキャスト メッセージを含めて、すべてのボ 
イスメールボックスの詳細を表示します。

show voicemail usage ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイスメー 
ルの使用状況を表示します。

voicemail broadcast message ブロードキャスト メッセージの開始時刻および終了 
時刻を設定します。

voicemail broadcast message delete ブロードキャスト メッセージを削除します。
voicemail broadcast mwi ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライトを   

有効にします。

voicemail broadcast recording time ブロードキャスト メッセージの最大長を設定します。
voicemail broadcast vpim-id ネットワーク ロケーションの VPIM ID を設定しま    

す。

voicemail default broadcast expiration time ブロードキャスト メッセージの有効期間を設定しま 
す。
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show voicemail configuration
発信電子メールに対して設定される From アドレスを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モー      
ドで show voicemail configuration コマンドを使用します。

show voicemail configuration

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン From フィールドに使用されるデフォルトの電子メール アドレスは、hostname@domain です。  
hostname は Cisco Unity Express に対して設定されているホスト名で、domain は Cisco Unity Express         
に対して設定されているドメイン名です。管理者は、このフィールドに表示用の電子メール アドレ 
スを設定できます。このアドレスは、Cisco Unity Express からの電子メール メッセージおよび通知    
に表示されます。

例 次の例は、show voicemail configuration コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail configuration

Outgoing Email From-Address:      myname@company.com

表 67 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3.2 このコマンドが導入されました。

表 67 show voicemail configuration のフィールドの説明

フィールド 説明

Outgoing Email From-Address お客様が定義し、発信の電子メール メッセージ通知で送信され 
る送信元アドレス。

コマンド 説明

voicemail configuration outgoing-email from-address 発信電子メールで From フィールドに使用  
される電子メール アドレスを設定します。
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show voicemail conversation
ボイスメール通話機能の設定を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show voicemail      
conversation コマンドを使用します。

show voicemail conversation [caller | subscriber]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ボイスメール通話機能の設定値を宛先指定モードを含めて表示するには、Cisco Unity Express EXEC   
モードで show voicemail conversation コマンドを使用します。メッセージのプロパティを除くすべ    
ての値を表示するには、このコマンドをオプションのキーワードを指定せずに使用します。

例 次の例は、機能を voicemail conversation address-by-extension コマンドを使用して設定した場合の    
show voicemail conversation コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail conversation

Addressing Mode:        address-by-extension
Multiple Msgs Any Mbx:   enabled
Multiple Msgs Same Mbx:  enabled
Play GDM Summary:         enabled
Recording Prompt:        disabled

次の例は、機能を voicemail conversation address-by-name コマンドを使用して設定した場合の show     
voicemail conversation コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail conversation

Addressing Mode:        address-by-name
Multiple Msgs Any Mbx:   enabled
Multiple Msgs Same Mbx:   enabled
Play GDM Summary:         enabled
Recording Prompt:        disabled

caller （オプション）次の発信者通話オプションのみを表示します。

 • Multiple Msgs Any Mbx

 • Multiple Msgs Same Mbx

 • Recording Prompt

subscriber （オプション）次のユーザ通話オプションのみを表示します。

 • Play GDM Summary

 • Play Brief Msg Properties

 • Play Day-of-Week Properties

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。
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次の例は、show voicemail conversation caller コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail conversation caller

Multiple Msgs Any Mbx:   enabled
Multiple Msgs Same Mbx:  enabled
Recording Prompt:         disabled

次の例は、show voicemail conversation subscriber コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail conversation caller subscriber

Play GDM Summary: enabled
Play Brief Msg Properties: disabled
Play Day-of-Week Properties: enabled 

表 68 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 68 show voicemail conversation のフィールドの説明 

フィールド 説明

Addressing Mode: ボイスメール メッセージのデフォルトの宛先指定が、名前と内 
線番号のどちらによるものであるか。

Multiple Msgs Any Mbx: 発信者が、任意のメールボックスに複数のメッセージを残すこ

とができるかどうか。

Multiple Msgs Same Mbx: 発信者が、同一のメールボックスに複数のメッセージを残すこ

とができるかどうか。

Play GDM Summary: ユーザに関連付けられているすべての GDM の新しいメッセー  
ジについて、要約を再生するかどうか。

Play Brief Msg Properties: メッセージ プロパティの再生内容から、送信者情報、日付、お 
よび時刻を除外するかどうか。

Play Day-of-Week Properties: メッセージ プロパティの再生で、曜日プロパティを再生するか 
どうか。

Recording Prompt: ボイスメール通話の録音プロンプトが有効になっているかどう

か。

コマンド 説明

voicemail conversation address-by ボイスメール メッセージの宛先指定方法を指定します。
voicemail conversation caller 
multi-msgs-any-mbx

発信者が、任意のメールボックスに複数のメッセージを残すこ

とができるようにします。

voicemail conversation caller 
multi-msgs-same-mbx

発信者が、同一のメールボックスに複数のメッセージを残すこ

とができるようにします。

voicemail conversation subscriber 
msg-properties brief

通常のボイスメール メッセージで、システム全体のメッセージ 
プロパティ（エンベロープ）のサブセットのみが再生されるこ

とを指定します。

voicemail conversation subscriber 
msg-properties day-of-week

通常のボイスメール メッセージで、メッセージ プロパティ（エ  
ンベロープ）の曜日情報の再生を含めます。

voicemail conversation subscriber 
play-gdm-summary

ユーザに関連付けられているすべての GDM の新しいメッセー  
ジについて、要約を再生するようにします。
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show voicemail fax restriction-table
ファックス システムに関連付けられている規制テーブルに関する情報を表示するには、Cisco Unity  
Express EXEC モードで show voicemail fax restriction-table コマンドを使用します。

show voicemail fax restriction-table

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show voicemail fax restriction-table コマンドは、ファックス システムに関連付けられている規制     
テーブルの名前と内容を表示する場合に Cisco Unity Express EXEC モードで使用します。この規制     
テーブルは、ボイスメール システムからの発信ファックスに使用されます。

例 次の例は、show voicemail fax restriction-table コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail fax restriction-table

Restriction Table:        fax-restriction
Minimum digits allowed:   1
Maximum digits allowed:   30
Dial Strings:
Preference    Call Pattern    Allowed

1             19000...     yes
2             170000       yes
3              *           yes

表 69 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 69 show voicemail fax restriction-table のフィールドの説明 

フィールド 説明

Restriction table: 規制テーブルの名前。

Minimum digits allowed: 規制される番号の許容最小桁数。

Maximum digits allowed: 規制される番号の許容最大桁数。

Dial Strings: テーブルにあるパターン番号エントリのリスト。

Preference テーブルにあるパターン番号のプライオリティ。数値が小さいほど、

プリファレンスが高くなります。

Call Pattern ダイヤルされた番号と照合する数値パターン。

Allowed ダイヤル パターンと一致する通話を許可または禁止するアクセス権。

コマンド 説明

restriction create 規制テーブルを作成します。

voicemail fax restriction 規制テーブルをファックス機能に関連付けます。
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show voicemail live-record
ライブ レコード機能の設定を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show voicemail 
live-record コマンドを使用します。

show voicemail live-record

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show voicemail live-record コマンドは、ライブ レコード機能の設定を表示する場合に Cisco Unity      
Express EXEC モードで使用します。

この機能の免責事項については、タイトル ページ直後の法規に関する記述を参照してください。

例 次の例は、show voicemail live-record コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail live-record

Status: enabled
pilot number:  0295
Conversation beep settings
   duration:   250 milliseconds
   interval:   15 seconds

Status: disabled
pilot number:  disabled
Conversation beep settings
   duration:   disabled
   interval:   15 seconds

表 70 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 70 show voicemail live-record のフィールドの説明 

フィールド 説明

Pilot Number: すべての着信通話を Cisco Unity Express ボイスメール パイロット番号     
に転送する番号。

Duration: ビープ音の再生開始から再生終了までの経過時間（ミリ秒単位）。範囲

は 50 ～ 1000 ms です。デフォルトは 250 ms です。
Interval: 1 つのビープ音の終了から、次のビープ音の開始までの経過時間（秒 

単位）。範囲は 1 ～ 30 秒です。デフォルトは 15 秒です。
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関連コマンド コマンド 説明

voicemail live-record beep duration ビープ音の再生開始から再生終了までの経過時間を設定

します。

voicemail live-record beep interval 1 つのビープ音の終了から、次のビープ音の開始までの 
経過時間を設定します。

voicemail live-record pilot number すべての着信通話を Cisco Unity Express ボイスメール パ     
イロット番号に転送する番号を設定します。
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show voicemail live-reply
Live Reply 機能の設定を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show voicemail live-reply        
コマンドを使用します。

show voicemail live-reply

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show voicemail live-reply コマンドは、Live Reply 機能の設定を表示する場合に Cisco Unity Express        
EXEC モードで使用します。

例 次の例は、show voicemail live-reply コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail live-reply

Status:           enabled
Remote subscriber dialing
  calling number rule: location+prefix+extension
  number preference:   E164 number then calling number rule

Restriction Table:        live-reply-restriction
Minimum digits allowed:   1
Maximum digits allowed:   30
Dial Strings:
Preference    Call Pattern    Allowed

1             19000...     yes
2             170000       yes
3              *           yes

表 71 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 71 show voicemail live-reply のフィールドの説明 

フィールド 説明

Status: Live Reply 機能が有効になっているかどうか。
Calling Number Rule: ネットワーク ボイスメール メッセージを送信したユーザに到達する  

ために、必要な番号ストリングを派生させるときに使用される方法。 
Number Preference: E.164 番号の使用優先順位。この番号は、Live Reply 用に発信者番号規   

則によって生成された番号を通じて配信される VPIM メッセージで提  
供されます。

Restriction Table: 規制テーブルの名前。

Minimum digits allowed: 規制される番号の許容最小桁数。

Maximum digits allowed: 規制される番号の許容最大桁数。

Dial Strings: テーブルにあるパターン番号エントリのリスト。
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関連コマンド

Preference テーブルにあるパターン番号のプライオリティ。数値が小さいほど、

プリファレンスが高くなります。

Call Pattern ダイヤルされた番号と照合する数値パターン。

Allowed ダイヤル パターンと一致する通話を許可または禁止するアクセス権。

表 71 show voicemail live-reply のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

calling-number-rule prepend-digits Live Reply 機能用に発信者番号規則の前にダイヤルさ  
れる、追加の数字を指定します。

voicemail live-reply calling-number-rule 設定および VPIM ボイス カード データから Live     
Reply 内線番号を派生させる方法を指定します。

voicemail live-reply enable Live Reply 機能をシステム レベルで有効にします。
voicemail live-reply network-precedence Live Reply 機能で使用される E.164 番号を派生させる    

ときの優先順位を指定します。

voicemail live-reply restriction 規制テーブルを Live Reply 機能に関連付けます。
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show voicemail live-reply restriction-table
Live Reply 機能に関連付けられている規制テーブルに関する情報を表示するには、Cisco Unity   
Express EXEC モードで show voicemail live-reply restriction-table コマンドを使用します。

show voicemail live-reply restriction-table

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show voicemail live-reply restriction-table コマンドは、Live Reply 機能に関連付けられている規制      
テーブルの名前と内容を表示する場合に Cisco Unity Express EXEC モードで使用します。 

例 次の例は、show voicemail live-reply restriction-table コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail live-reply restriction-table

Restriction Table: live-reply-restriction
Minimum digits allowed:   1
Maximum digits allowed:   30
Dial Strings:
Preference    Call Pattern    Allowed

1             19000...     yes
2             170000       yes
3              *           yes

表 72 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 72 show voicemail live-reply restriction-table のフィールドの説明 

フィールド 説明

Restriction Table: 規制テーブルの名前。

Minimum digits allowed: 規制される番号の許容最小桁数。

Maximum digits allowed: 規制される番号の許容最大桁数。

Dial Strings: テーブルにあるパターン番号エントリのリスト。

Preference テーブルにあるパターン番号のプライオリティ。数値が小さいほど、

プリファレンスが高くなります。

Call Pattern ダイヤルされた番号と照合する数値パターン。

Allowed ダイヤル パターンと一致する通話を許可または禁止するアクセス権。

コマンド 説明

restriction create 規制テーブルを作成します。

voicemail live-reply restriction 規制テーブルを Live Reply 機能に関連付けます。
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show voicemail messages future
後で配信するようにスケジューリングされているメッセージをすべて表示するには、Cisco Unity 
Express EXEC モードで show voicemail messages future コマンドを使用します。

show voicemail messages future

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show voicemail messages future コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail messages future

Message ID:      JMX0637L023-NM-FOC08221WRB-731357131983
Sender:          User1
Recipient(s):    UserA
Length(sec):     30
Delivery time:   Mon, 11 April 2006 08:0000-0800 (PST)

Message ID:      JMX0637L023-NM-FOC08221WRB-731183375855
Sender:          User2
Recipient(s):    UserB, 95550041 (External)
Length(sec):     20
Delivery time:   Wed, 13 April 2006 10:15:00-0800 (PST)

表 73 で、この表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

3.0 このコマンドが変更され、外線番号に送信されるメッセージが表示さ

れるようになりました。

表 73 show voicemail messages future のフィールドの説明 

フィールド 説明

Message ID: 後で配信されるメッセージのシステム生成 ID。
Sender: メッセージを送信したユーザのユーザ ID。
Recipient(s): メッセージの受信者のユーザ ID または外線番号（それぞれ複数の場合  

あり）。

Length (sec): メッセージの長さ（秒単位）。

Delivery time: メッセージの配信がスケジューリングされている日時。

コマンド 説明

voicemail message future delete 後で配信するためにキューイングされているメッセージ

を削除します。
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show voicemail msg-notification restriction-table
メッセージ通知機能に関連付けられている規制テーブルに関する情報を表示するには、Cisco  Unity  
Express EXEC モードで show voicemail msg-notification restriction-table コマンドを使用します。

show voicemail msg-notification restriction-table

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show voicemail msg-notification restriction-table コマンドは、メッセージ通知機能に関連付けられて    
いる規制テーブルの名前と内容を表示する場合に Cisco Unity Express EXEC モードで使用します。 

規制テーブルが存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。規制テーブルを作成するに 
は、restriction create コマンドを参照してください。規制テーブルを設定するには、「関連コマンド」  
の項を参照してください。

例 次の例は、show voicemail msg-notification restriction-table コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail msg-notification restriction-table

Restriction Table: msg-restriction
Minimum digits allowed:   1
Maximum digits allowed:   30
Dial Strings:
Preference    Call Pattern    Allowed

1             19000...     yes
2             170000       yes
3              *           yes

表 74 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 74 show voicemail msg-notification restriction-table のフィールドの説明 

フィールド 説明

Restriction table: 規制テーブルの名前。

Minimum digits allowed: 規制される番号の許容最小桁数。

Maximum digits allowed: 規制される番号の許容最大桁数。

Dial Strings: テーブルにあるパターン番号エントリのリスト。

Preference テーブルにあるパターン番号のプライオリティ。数値が小さいほど、

プリファレンスが高くなります。

Call Pattern ダイヤルされた番号と照合する数値パターン。

Allowed ダイヤル パターンと一致する通話を許可または禁止するアクセス権。
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関連コマンド

show voicemail non-subscriber restriction-table
ユーザ以外へのメッセージ配信機能に関連付けられている規制テーブルに関する情報を表示する

には、Cisco Unity Express EXEC モードで show voicemail non-subscriber restriction-table コマンドを        
使用します。

show voicemail non-subscriber restriction-table

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show voicemail non-subscriber restriction-table コマンドは、ユーザ以外へのメッセージ配信機能に    
関連付けられている規制テーブルの名前と内容を表示する場合に Cisco Unity Express EXEC モード     
で使用します。 

例 次の例は、show voicemail non-subscriber restriction-table コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail non-subscriber restriction-table

Restriction Table: non-subscriber-restriction
Minimum digits allowed:   1
Maximum digits allowed:   30
Dial Strings:
Preference    Call Pattern    Allowed

1             19000...     yes
2             170000       yes
3              *           yes

コマンド 説明

restriction create 規制テーブルを作成します。

restriction dial-string 規制される番号のダイヤル パターンを指定します。
restriction max-digits 規制される番号の最大桁数を指定します。

restriction min-digits 規制される番号の最小桁数を指定します。

voicemail msg-notification restriction 規制テーブルをメッセージ通知機能に関連付けます。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。
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表 75 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 75 show voicemail non-subscriber restriction-table のフィールドの説明 

フィールド 説明

Restriction Table: 規制テーブルの名前。

Minimum digits allowed: 規制される番号の許容最小桁数。

Maximum digits allowed: 規制される番号の許容最大桁数。

Dial Strings: テーブルにあるパターン番号エントリのリスト。

Preference テーブルにあるパターン番号のプライオリティ。数値が小さいほど、

プリファレンスが高くなります。

Call Pattern ダイヤルされた番号と照合する数値パターン。

Allowed ダイヤル パターンと一致する通話を許可または禁止するアクセス権。

コマンド 説明

restriction create 規制テーブルを作成します。

voicemail non-subscriber restriction 規制テーブルをユーザ以外へのメッセージ配信機能に関

連付けます。
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show voicemail notification
システム全体にわたる通知設定を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show voicemail      
notification コマンドを使用します。

show voicemail notification

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、システム全体にわたるボイスメール通知の設定値を表示します。これらの値の一

部は、ユーザごとに別の値に設定することができます。username profile、groupname profile、およ  
び show voicemail notification owner の各コマンドを参照してください。

例 次の例は、show voicemail notification コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification

Message Notification:          enabled
Notification Preference:       all
Connection Timeout:            60 seconds
Login to VoiceMail allowed:    no
Attach voice message:          yes
Cascading:                     enabled

se-10-0-0-0# show voicemail notification

Message Notification:          disabled
Notification Preference:       urgent
Connection Timeout:            75 seconds
Login to VoiceMail allowed:    yes
Attach voice message:          yes
Cascading:                     disabled

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

3.0 このコマンドが変更され、ユーザ レベルのメッセージ通知カスケード 
機能のステータスも表示されるようになりました。
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表 76 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 76 show voicemail notification のフィールドの説明 

フィールド 説明

Message Notification: システム全体にわたるメッセージ通知機能のステータス。

Notification Preference: ユーザに送信される通知のカテゴリ。

Connection Timeout: 発信メッセージ通知の通話が切断されるまでの待機秒数。この

値の適用対象は、電話デバイスと数字対応デバイスのみです。

Login to Voicemail allowed: 発信の通知通話の実行中に、ユーザが各自のメールボックスに

ログインすることを許可するアクセス権のステータス。

Attach voice message: 発信の通知電子メールに、ユーザがボイスメール メッセージを 
添付することを許可するアクセス権のステータス。

Cascading: ユーザ レベルのメッセージ通知カスケード機能のステータス。

コマンド 説明

groupname profile グループの携帯電話、電子メール、数字対応デバ

イス、または文字対応デバイスへのメッセージ通

知を設定します。

username profile ユーザの携帯電話、電子メール、数字対応デバイ

ス、または文字対応デバイスへのメッセージ通知

を設定します。

show voicemail notification owner cascade 特定のユーザまたはグループのメッセージ通知情

報を表示します。

voicemail notification allow-login メッセージ通知通話での電子メール ログインを設 
定します。

voicemail notification connect-timeout メッセージ タイムアウトの長さを設定します。
voicemail notification email attach 電子メール メッセージ通知にボイス メッセージ  

を添付できるようにします。

voicemail notification enable メッセージ通知機能を有効にします。

voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループへのメッセージ通知

を有効にします。

voicemail notification preference メッセージ通知プリファレンスのタイプを設定し

ます。

voicemail notification cascading enable ユーザ レベルのメッセージ通知カスケード機能を 
有効にします。

voicemail notification cascade-to after ユーザ レベルのメッセージ通知カスケード機能に 
ついて規則を定義します。
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show voicemail notification owner
特定のユーザまたはグループのメッセージ通知情報を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モー    
ドで show voicemail notification owner コマンドを使用します。

show voicemail notification owner owner-id [profile | cell-phone | email | home-phone | num-pager | 
text-pager | work-phone]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show voicemail notification owner コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner user3 profile

Message notification: enabled
Profile: vm-notif-profile

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner sales profile

Message notification: enabled
Profile: vm-notif-profile
Device        Status            Preference       Number/Email    Extra-Digits    Attac
h VM
--------------------------------------------------------------------------------------
---
Home Phone    disabled          urgent
Work Phone    enabled           all              12225550100
Cell Phone    disabled          urgent
Numeric Pager disabled          urgent
Text Pager    disabled          urgent
Email inbox   enabled           all              sales@company.com                yes

owner-id メッセージ通知情報を表示するユーザまたはグループの ID。
profile （オプション）指定したユーザまたはグループのメッセージ通知機能のステー

タスを表示します。

cell-phone （オプション）指定したユーザまたはグループの携帯電話通知プロファイルの

詳細を表示します。

email （オプション）指定したユーザまたはグループの電子メール通知プロファイル

の詳細を表示します。

home-phone （オプション）指定したユーザまたはグループの自宅の電話通知プロファイル

の詳細を表示します。

num-pager （オプション）指定したユーザまたはグループの数字対応デバイス通知プロ

ファイルの詳細を表示します。

text-pager （オプション）指定したユーザまたはグループの文字対応デバイス通知プロ

ファイルの詳細を表示します。

work-phone （オプション）指定したユーザまたはグループの職場の電話通知プロファイル

の詳細を表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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表 77 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner user3 cell-phone

Profile:        vm-notif-profile
Device:         cell-phone
Enabled:        yes
Preference:     urgent
Phone/Email:    12225550150
Extra Digits:   
Schedule (active hours):
    Sunday       Inactive all day
    Monday       08:00 to 11:30, 13:00 to 17:00
    Tuesday      13:00 to 17:00
    Wednesday    08:00 to 12:00, 13:00 to 15:00
    Thursday     Inactive all day
    Friday       09:30 to 13:30
    Saturday     Inactive all day

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner sales email
Profile:        vm-notif-profile
Device:         email
Enabled:        yes
Preference:     all
Phone/Email:    sales@company.com
Attach VM:      yes
Schedule (active hours):
    Sunday       Inactive all day
    Monday       08:00 to 17:00
    Tuesday      08:00 to 17:00
    Wednesday    08:00 to 20:00
    Thursday     08:00 to 18:00
    Friday       08:00 to 17:00
    Saturday     10:00 to 14:00

表 77 show voicemail notification owner profile のフィールドの説明 

フィールド 説明

Message notification: 所有者のメッセージ通知のステータス。

Profile: 所有者のメッセージ通知プロファイル ファイルの名前。
Device この所有者への通知を受信するように設定されているデバイスのタイ

プ。

Status この所有者への通知を受信するように設定されている各デバイスのス

テータス。

Preference 所有者が受信できるメッセージ通知のカテゴリ。

Number/Email デバイスの電話番号または電子メール アドレス。 
Extra digits 電話デバイスに送信される追加の数字。

Attach VM 発信電子メール通知に対して、この所有者がボイスメール メッセージ 
を添付することを許可するアクセス権のステータス。
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表 78 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 78 show voicemail notification owner（デバイス）のフィールドの説明 

フィールド 説明

Profile: 所有者のボイス プロファイル ファイルの名前。
Device: この所有者への通知を受信するように設定されているデバイスのタイ

プ。

Enabled: デバイスのメッセージ通知機能のステータス。

Preference: デバイスが受信できるメッセージ通知のカテゴリ。

Phone/Email: デバイスの電話番号または電子メール アドレス。
Attach VM: 着信電子メール メッセージに添付されたボイスメール メッセージを  

このデバイスで受信することを許可するアクセス権のステータス。

Schedule (active hours): デバイスがメッセージ通知を送信および受信できる曜日と時間帯。

コマンド 説明

groupname profile（phone-device） グループの携帯電話へのメッセージ通知を設定します。

groupname profile email グループの電子メールへのメッセージ通知を設定します。

groupname profile num-pager グループの数字対応デバイスへのメッセージ通知を設定し

ます。

groupname profile text-pager グループの文字対応デバイスへのメッセージ通知を設定し

ます。

username profile（電話デバイス） ユーザの携帯電話へのメッセージ通知を設定します。

username profile email ユーザの電子メールへのメッセージ通知を設定します。

username profile num-pager ユーザの数字対応デバイスへのメッセージ通知を設定しま

す。

username profile text-pager ユーザの文字対応デバイスへのメッセージ通知を設定しま

す。
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show voicemail notification owner cascade
特定のユーザまたはグループに対して設定されているカスケード メッセージ通知規則を表示する 
には、Cisco Unity Express EXEC モードで show voicemail notification owner cascade コマンドを使用        
します。

show voicemail notification owner owner-id cascade

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show voicemail notification owner cascade コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner cascade

Cascade To:
      user4 after 8 minutes
      group2 after 6 minutes

表 79 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

owner-id メッセージ通知情報を表示するユーザまたはグループの ID。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

表 79 show voicemail notification owner cascade のフィールドの説明 

フィールド 説明

Cascade To: カスケード通知の送信先になっているユーザ、およびそのユーザへの

通知カスケードが発生するまでの期間。

コマンド 説明

username notification cascade-to after グループの携帯電話へのメッセージ通知を設定します。
groupname profile email グループの電子メールへのメッセージ通知を設定します。
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show voicemail notification queue
ボイスメール通知キューのステータスを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show     
voicemail notification queue コマンドを使用します。

show voicemail notification queue {email | phone}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン キューは、送信待ちになっているジョブを示します。 

ジョブがいずれかのキューに入った後は、ジョブを削除できません。ジョブは、通知が送信された

後に削除されます。

例 次の例は、show voicemail notification queue コマンドの出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification queue email

OWNER         DEVICE TYPE        TIME
user1         Text Pager         723232
user1         Email inbox        2323343

se-10-0-0-0# show voicemail notification queue phone

OWNER         DEVICE TYPE        TIME
user1         Numeric Pager      342343

表 80 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

email 電子メール キューに保持されている通知の詳細を表示します。
phone 電話キューに保持されている通知の詳細を表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

表 80 show voicemail notification queue のフィールドの説明 

フィールド 説明

OWNER 新しいボイス メッセージを受信し、通知の送信先になっているユーザ。
DEVICE TYPE 通知を受信しているデバイス。

TIME ジョブがキューに入れられた時刻。
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関連コマンド コマンド 説明

voicemail notification allow-login メッセージ通知通話での電子メール ログインを設定しま 
す。

voicemail notification connect-timeout メッセージ タイムアウトの長さを設定します。
voicemail notification email attach 電子メール メッセージ通知にボイス メッセージを添付  

できるようにします。

voicemail notification enable メッセージ通知機能を有効にします。

voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループへのメッセージ通知を有効

にします。

voicemail notification preference メッセージ通知プリファレンスのタイプを設定します。
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show voicemail notification restriction-table
通知規制テーブルの詳細を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show voicemail      
notification restriction-table コマンドを使用します。

show voicemail notification restriction-table

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、show voicemail notification restriction-table コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification restriction-table

Restriction table:           msg-notification
Minimum digits allowed:      5
Maximum digits allowed:      18
Dial-Strings:
     Preference      Call Pattern     Allowed
      1             91222*            Yes
      2             *                 No

表 81 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

表 81 show voicemail notification restriction-table のフィールドの説明 

フィールド 説明

Restriction table: 規制テーブルの名前。

Minimum digits allowed: 規制される番号の許容最小桁数。

Maximum digits allowed: 規制される番号の許容最大桁数。

Dial-Strings: テーブルにあるパターン番号エントリのリスト。

Preference テーブルにあるパターン番号のプライオリティ。数値が小さいほど、

プリファレンスが高くなります。

Call Pattern ダイヤルされた番号と照合する数値パターン。

Allowed ダイヤル パターンと一致する通話を許可または禁止するアクセス権。

コマンド 説明

restriction dial-string 規制テーブルのダイヤル パターンを設定します。
restriction max-digits 規制される番号の最大桁数を設定します。

restriction min-digits 規制される番号の最小桁数を設定します。
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show voiceview configuration
VoiceView Express の構成パラメータを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show       
voiceview configuration コマンドを使用します。

show voiceview configuration

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM ではこのコマンドは使用できません。

例 次の例は、show voiceview configuration コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voiceview configuration

Phone service URL:      http://cuehost/voiceview/common/login.do
Enabled:                Yes
Idle Timeout:           15 minutes

表 82 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

表 82 show voiceview configuration のフィールドの説明 

フィールド 説明

Phone service URL: 外部の認証サーバの URL。
Enabled: ローカル システム上の VoiceView Express のステータス。
Idle Timeout: アイドル状態になっている VoiceView Express セッションをシステム   

が終了するまでの期間（分単位）。

コマンド 説明

enable（VoiceView Express） VoiceView Express 機能を有効にします。

fallback-url（Cisco Unified 
Communications Manager Express のみ）

フォールバック認証サーバを設定します。

service phone-authentication VoiceView Express 電話機認証モードを開始します。
service voiceview VoiceView Express 設定モードを開始します。
service voiceview session terminate アクティブな VoiceView Express セッションを終了し   

ます。

session idletimeout（VoiceView Express） VoiceView Express セッションのアイドル タイムアウ   
ト値を指定します。

show phone-authentication configuration VoiceView Express 電話機の認証パラメータを表示し  
ます。
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show voiceview sessions
アクティブになっているすべての VoiceView Express セッションのリストを表示するには、Cisco   
Unity Express EXEC モードで show voiceview sessions コマンドを使用します。

show voiceview sessions

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン AIM-CUE ではこのコマンドは使用できません。 

ユーザが VoiceView Express にログインし、メッセージの再生や録音などのアクティブな RTP スト     
リームを保持している場合は、RTP カラムに「Yes」と表示されます。

ユーザが VoiceView Express にログインしているが、RTP ストリームを保持していない場合、たと    
えばメッセージを参照しているときや、何らかのパラメータを設定しているときは、RTP カラムに 
「No」と表示されます。

例 次の例は、show voiceview sessions コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voiceview sessions

Mailbox     RTP     User ID     Phone MAC Address
1013        Yes     user1       0015.C68E.6C1E
1016        No      user2       0015.629F.8709
1004        Yes     user3       000C.30DE.5EA8

3 sessions
2 active RTP stream(s)

show voiceview sessions アクティブな VoiceView Express セッションをすべて   
表示します。

コマンド 説明

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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表 83 で、表示内容に含まれている重要なフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 83 show voiceview sessions のフィールドの説明

フィールド 説明

Mailbox 各ログイン ユーザのメールボックス番号。
RTP ユーザの RTP ストリームのステータス。 
User ID ユーザの ID。
Phone MAC Address ユーザの設定済み VoiceView Express デバイスの MAC アドレス。

コマンド 説明

enable（VoiceView Express） VoiceView Express 機能を有効にします。

fallback-url（Cisco Unified 
Communications Manager Express のみ）

フォールバック認証サーバを設定します。

service phone-authentication VoiceView Express 電話機認証モードを開始します。
service voiceview VoiceView Express 設定モードを開始します。
service voiceview session terminate アクティブな VoiceView Express セッションを終了し   

ます。

session idletimeout（VoiceView Express） VoiceView Express セッションのアイドル タイムアウ   
ト値を指定します。

show phone-authentication configuration VoiceView Express 電話機の認証パラメータを表示し  
ます。

show voiceview configuration すべての VoiceView Express 構成パラメータを表示し   
ます。
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show webapp：IVR のみ
現在設定されている Cisco Unity Express IVR Web アプリケーションを表示および監視するには、      
Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC モードで show webapp コマンドを使用します。

show webapp

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR ユーザ EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン アプリケーション トリガー参照と一致する最初の通話が受信されるまで、導入されている Web ア   
プリケーションの初期ステータスは running、セッションの数は 0 と表示されます。当初の導入後、   
セッションの数はトリガー通話を受信するたびに 1 つ増加し、トリガー通話が終了するたびに 1 つ    
減少します。通話の終了後も、セッションはしばらく維持されます。このため、リアルタイムの通

話が終了してからセッション数に反映されるまでに、多少の時間がかかります。

例 次の例は、すべての Web アプリケーションについての show webapp コマンドの出力を示していま     
す。

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

この出力には、Web アプリケーションの名前、ステータス（running または stopped）、および接続   
済みセッション数が示されています。

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

webapp delete：IVR のみ Cisco Unity Express IVR Web アプリケーションを削除します。
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shutdown
Cisco Unity Express システムをオフにするには、Cisco Unity Express EXEC モードで shutdown コマ        
ンドを使用します。

shutdown

注意 ファイルの破損やデータの損失を避けるため、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。

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unity Express の AIM または NM をシャッドダウンするために使用します。 

注意 シャッドダウンはただちに実行されます。実行するかどうかを確認するオプションは表示されませ

ん。

例 次の例では、CUE のネットワーク モジュールがシャットダウンされます。

se-10-10-0-0# shutdown 
se-10-10-0-0# 
MONITOR SHUTDOWN...
EXITED: probe exit status 0
EXITED: LDAP_startup.sh exit status 0
EXITED: HTTP_startup.sh exit status 0

MONITOR EXIT...
Remounting device 03:01 ... OK
Done.
System halted.

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュール（NM）    
および Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されま       
した。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

reload Cisco Unity Express システムを起動します。
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smtp server address
Cisco Unity Express 上に SMTP サーバのアドレスを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで        
smtp server address コマンドを使用します。SMTP サーバを Cisco Unity Express から削除するには、        
このコマンドの no 形式を使用します。

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

no smtp server address {hostname | ip-address}

シンタックスの説明

デフォルト SMTP サーバは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ユーザの電子メールに通知を送信し、文字対応デバイスにテキスト メッセージを送信するには、 
SMTP サーバが必要です。SMTP サーバが設定されていない場合、管理者がシステム全体にわたっ  
てメッセージ通知を有効にしようとすると、エラー メッセージが表示されます。

DNS サーバが設定されていない場合、管理者が SMTP サーバのホスト名を使用しようとすると、エ   
ラー メッセージが表示されます。

例 次の例では、IP アドレスが 10.10.5.5 で、認証を必要としない SMTP サーバが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# smtp server address 10.10.5.5 authentication none

次の例では、認証にユーザ ID server1 とパスワード pwd123 を必要とする SMTP サーバ mainsmtp が         
設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# smtp server address mainsmtp authentication username server1 
password pwd123

hostname SMTP サーバのホスト名。
ip-address SMTP サーバの IP アドレス。
authentication SMTP サーバ アドレスの認証を設定します。
none SMTP サーバが認証を必要としないことを指定します。
username userid SMTP サーバの認証ユーザ ID。
password password SMTP サーバの認証パスワード。
credentials credential-string SMTP サーバの認証資格ストリング。このストリングは、実行 

コンフィギュレーションまたはスタートアップコンフィギュ

レーションからコピーして貼り付けます。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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次の例では、IP アドレスが 172.16.1.1 で、認証に資格を必要とする SMTP サーバが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# smtp server address 172.16.1.1 authentication credentials

関連コマンド

software download abort
進行中のダウンロードを中断するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show download abort コ        
マンドを使用します。

software download abort

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、進行中のダウンロードが中断されます。

se-10-0-0-0# software download abort
Download request aborted.

関連コマンド

コマンド 説明

show smtp server SMTP サーバの設定を表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

software download clean 後でインストールするための完全なパッケージをダウンロード

します。

software download status 進行中のダウンロードのステータスを報告します。

software download upgrade 後でインストールするためのアップグレード パッケージをダウ 
ンロードします。
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software download clean
後でインストールするためのソフトウェア パッケージをダウンロードするには、Cisco Unity Express   
EXEC モードで software download clean コマンドを使用します。

software download clean {package-file-name | url ftp://ftp-server-ip-address/package-file-name}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、後でインストールするためのソフトウェア パッケージがダウンロードされます。FTP 
サーバの情報は、CUE のコンフィギュレーション内で設定されています。

se-172-16-0-0# software download clean cue-vm.2.0.1.pkg

次の例では、後でインストールするためのソフトウェア パッケージがダウンロードされます。FTP 
サーバの情報は、コマンドラインに含まれています。

se-10-16-0-0# software download clean url ftp://10.16.0.2/cue-vm.2.0.1.pkg

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

Downloading  cue-vm.2.0.1.pkg
Bytes downloaded :  63648 

Validating package signature ... done

Downloading  cue-vm-lang-pack.2.0.1.pkg
Bytes downloaded :  126048 

Validating package signature ... done
Language Selection Menu:

# Selected  SKU   Language Name
-------------------------------------------
 1          PTB   CUE Voicemail Brazilian Portuguese (2.3.0)
 2          ENG   CUE Voicemail British English (2.3.0)
 3          FRC   CUE Voicemail Canadian French (2.3.2)
 4          DAN   CUE Voicemail Danish (2.3.0)
 5          FRA   CUE Voicemail European French (2.3.0) 
 6          ESP   CUE Voicemail European Spanish (2.3.0) 
 7          DEU   CUE Voicemail German (2.3.0) 
 8          ITA   CUE Voicemail Italian (2.3.0) 
 9          ESO   CUE Voicemail Latin American Spanish (2.3.0)
 10         ESM   CUE Voicemail Mexican Spanish (2.3.2)
 11         ENG   CUE Voicemail US English (2.3.0)

package-file-name 新しいソフトウェアのパッケージ ファイルの名前。
url ftp://ftp-server-ip-address FTP サーバの URL。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。
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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

> 5
Language Selection Menu:

# Selected  SKU   Language Name
-------------------------------------------
 1          PTB   CUE Voicemail Brazilian Portuguese (2.3.0)
 2          ENG   CUE Voicemail British English (2.3.0)
 3          FRC   CUE Voicemail Canadian French (2.3.2)
 4          DAN   CUE Voicemail Danish (2.3.0)
 5    *     FRA   CUE Voicemail European French (2.3.0) 
 6          ESP   CUE Voicemail European Spanish (2.3.0) 
 7          DEU   CUE Voicemail German (2.3.0) 
 8          ITA   CUE Voicemail Italian (2.3.0) 
 9          ESO   CUE Voicemail Latin American Spanish (2.3.0)
 10         ESM   CUE Voicemail Mexican Spanish (2.3.2)
 11         ENG   CUE Voicemail US English (2.3.0)

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
[17488 refs]
se-10-0-0-0#

次の例では、software download status コマンドを使用してダウンロードの進行状況を確認していま   
す。

se-172-16-0-0# software download status

Download request in progress.
downloading file : cue-vm.2.0.prt1
bytes downloaded : 5536224

関連コマンド コマンド 説明

software download abort 進行中のダウンロードを中断します。

software download status 進行中のダウンロードのステータスを報告します。

software download upgrade 後でインストールするためのアップグレード パッケージをダウ 
ンロードします。
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software download server
Cisco Unity Express モジュール上に FTP サーバのアドレスを設定するには、Cisco Unity Express 設定        
モードで software download server コマンドを使用します。

software download server url ftp://server-ip-address[/dir] [username username  
password password | credentials hidden credentials]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

例 次の例では、ルート ディレクトリのみを使用して、サーバの情報が設定されます。

se-10-16-0-0(config)# software download server url ftp://10.19.0.0/

次の例では、ルート ディレクトリ以外のディレクトリを使用して、サーバの情報が設定されます。

se-10-16-0-0(config)# software download server url ftp://10.19.0.0/ftp_dir

次の例では、ユーザ名およびパスワードを使用して、サーバの情報が設定されます。

se-10-16-0-0(config)# software download server url ftp://10.19.0.0/ftp_dir username 
ftpuser password ftppassword

次の例では、暗号化された資格ストリングを使用して、サーバの情報が設定されます。

se-10-16-0-0(config)# software download server url ftp://10.19.0.0/ftp_dir credentials 
hidden 
+EdgXXrwvTekoNCDGbGiEnfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35jwAA
AAA=

関連コマンド

url ftp://server-ip-address FTP サーバの IP アドレス。
/dir （オプション）サーバの FTP ディレクトリ。
username username （オプション）FTP ユーザ名を指定します。このオプションを使 

用しない場合のデフォルトは、「anonymous」です。
password password （オプション）FTP パスワードを指定します。
credentials hidden credentials （オプション）暗号化されたユーザ名およびパスワード値を指定

します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show software FTP サーバの情報を表示します。
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software download status
ソフトウェア ダウンロードの進行状況を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで software      
download status コマンドを使用します。

software download status

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、進行中のダウンロードを示しています。

se-10-0-0-0# software download status

Download request in progress.
downloading file : cue-vm.2.0.1.prt1
bytes downloaded : 5536224

se-10-0-0-0# software download status 

Download request completed successfully.

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

software download abort 進行中のダウンロードを中断します。

software download clean 後でインストールするための完全なパッケージをダウンロード

します。

software download upgrade 後でインストールするためのアップグレード パッケージをダウ 
ンロードします。
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software download upgrade
後でアップグレードするためのソフトウェアをダウンロードするには、Cisco Unity Express EXEC   
モードで software download upgrade コマンドを使用します。

software download upgrade {package-filename | 
url ftp://ftp-server-ip-address[/dir]/package-filename} [username username password password]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、後でアップグレードするためのファイルをダウンロードする場合に使用します。

（注） アップグレードまたはダウングレードがサポートされるのは、CUE ソフトウェアの特定の 
バージョンに限られます。アップグレードまたはダウングレードがサポートされるかどう

かを確認するには、各バージョンのリリース ノートを参照してください。CUE 2.0 より前   
のバージョンにはダウングレードできません。

例 次の例では、後でアップグレードするためのソフトウェア パッケージがダウンロードされます。 
FTP サーバの情報は、CUE のコンフィギュレーション内で設定されています。

se-10-0-0-0# software download upgrade cue-vm.2.1.pkg

次の例では、後でアップグレードするためのソフトウェア パッケージがダウンロードされます。 
FTP サーバの情報は、コマンドラインに含まれています。ユーザ名とパスワードもこのコマンドに 
含めることができます。

se-10-0-0-0# software download upgrade url ftp://10.16.0.1/cue-vm.2.1.pkg

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
url_host :10.16.0.1
url_user :null
url_uname :anonymous
url_psword :anonymous
url_proto :ftp
url_path :/
url_fname :cue-vm.2.0.0.12.pkg

package-filename 新しいソフトウェアのパッケージ ファイルの名前。
url ftp://ftp-server-ip-address FTP サーバの URL。
/dir （オプション）デフォルト以外のディレクトリ。

username username （オプション）FTP サーバのユーザ名。
password password （オプション）FTP サーバのパスワード。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。
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url_url :ftp://10.16.0.1/

Downloading  cue-vm.2.1.pkg
Bytes downloaded :  63648 

Validating package signature ... done
Validating installed manifests ..........complete.
[17497 refs]

（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、CUE のネットワーク モジュールにダウンロードされます。

次の例では、software download status コマンドを使用してダウンロードの進行状況を確認していま   
す。

se-10-0-0-0# software download status

Download request in progress.
downloading file : cue-vm.2.1.prt1
bytes downloaded : 5536224

se-10-0-0-0# software download status 

Download request completed successfully.

次の例は、show software directory download コマンドを使用してダウンロードの成功を確認する方    
法を示しています。

se-10-10-0-0# show software directory download

KBytes  Directory
0       /dwnld/pkgdata

Directory listings

Directory: /dwnld/pkgdata

total 0
drwxrwxr-x    2 root     daemon         48 Sep 15  2005 .
drwxrwxr-x    4 root     daemon        200 Sep 15  2005 ..

関連コマンド コマンド 説明

software download abort 進行中のダウンロードを中断します。

software download status 進行中のダウンロードのステータスを報告します。

show software directory ソフトウェアのダウンロードおよびダウングレードに関する

ディレクトリ情報を表示します。
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software install clean
CUE ソフトウェアの新しいバージョンをインストールするには、Cisco Unity Express EXEC モード     
で software install clean コマンドを使用します。

software install clean {package-filename | url ftp://ftp-server-ip-address/package-filename}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、新規インストール用のファイルをダウンロードする場合に使用します。

（注） このコマンドを実行すると、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。

例 次の例は、CUE ソフトウェアの新しいバージョンをインストールするコマンドを示しています。 
FTP サーバの情報は、CUE のコンフィギュレーション内で設定されています。

se-10-16-0-0# software install clean cue-vm.2.0.pkg

package-filename 新しいソフトウェアのパッケージ ファイルの名前。
url ftp://ftp-server-ip-address/ FTP サーバの URL。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。
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次の例では、CUE ソフトウェアの新しいバージョンがインストールされます。FTP サーバの情報  
は、コマンドラインに含まれています。

se-10-16-0-0# software install clean url ftp://10.16.0.1/cue-vm.2.0.pkg

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

Language Selection Menu:
# Selected  SKU   Language Name
-------------------------------------------
 1          PTB   CUE Voicemail Brazilian Portuguese (2.3.0)
 2          ENG   CUE Voicemail British English (2.3.0)
 3          FRC   CUE Voicemail Canadian French (2.3.2)
 4          DAN   CUE Voicemail Danish (2.3.0)
 5          FRA   CUE Voicemail European French (2.3.0) 
 6          ESP   CUE Voicemail European Spanish (2.3.0) 
 7          DEU   CUE Voicemail German (2.3.0) 
 8          ITA   CUE Voicemail Italian (2.3.0) 
 9          ESO   CUE Voicemail Latin American Spanish (2.3.0)
 10         ESM   CUE Voicemail Mexican Spanish (2.3.2)
 11         ENG   CUE Voicemail US English (2.3.0)
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
>5
Language Selection Menu:
# Selected  SKU   Language Name
-------------------------------------------
 1          PTB   CUE Voicemail Brazilian Portuguese (2.3.0)
 2          ENG   CUE Voicemail British English (2.3.0)
 3          FRC   CUE Voicemail Canadian French (2.3.2)
 4          DAN   CUE Voicemail Danish (2.3.0)
 5    *     FRA   CUE Voicemail European French (2.3.0) 
 6          ESP   CUE Voicemail European Spanish (2.3.0) 
 7          DEU   CUE Voicemail German (2.3.0) 
 8          ITA   CUE Voicemail Italian (2.3.0) 
 9          ESO   CUE Voicemail Latin American Spanish (2.3.0)
 10         ESM   CUE Voicemail Mexican Spanish (2.3.2)
 11         ENG   CUE Voicemail US English (2.3.0)
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
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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。

.

.

.
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

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

IMPORTANT::
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

関連コマンド コマンド 説明

software download abort 進行中のダウンロードを中断します。

software download status 進行中のダウンロードのステータスを報告します。

software download upgrade 後でインストールするためのアップグレード パッケージをダウ 
ンロードします。

software install downgrade 現在の Cisco Unity Express ソフトウェアを以前のバージョンに    
ダウングレードします。
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software install downgrade
CUE ソフトウェアを以前にインストールされていたバージョンにダウングレードするには、Cisco 
Unity Express EXEC モードで software install downgrade コマンドを使用します。

software install downgrade 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、CUE ソフトウェアを以前のバージョンにダウングレードする場合に使用します。 
パッケージの情報は、前回のアップグレード時に CUE モジュールに保存されています。FTP の情   
報は必要ありません。

（注） アップグレードまたはダウングレードがサポートされるのは、CUE ソフトウェアの特定の 
バージョンに限られます。アップグレードまたはダウングレードがサポートされるかどう

かを確認するには、各バージョンのリリース ノートを参照してください。CUE 2.0 より前   
のバージョンにはダウングレードできません。

例 次の例は、CUE ソフトウェアを以前のバージョンにダウングレードするコマンドを示しています。

se-172-16-0-0# software install downgrade

次の例は、show software directory downgrade コマンドを使用してダウングレードの成功を確認す    
る方法を示しています。

se-10-10-0-0# show software directory downgrade
KBytes  Directory
0       /dwnld/dwngrade

Directory listings

Directory: /dwnld/dwngrade

total 0
drwxrwxrwx    2 root     daemon         48 Sep 15  2005 .
drwxrwxr-x    4 root     daemon        200 Sep 15  2005 ..

software install upgrade 現在の Cisco Unity Express ソフトウェアを新しいバージョンに    
アップグレードします。

コマンド 説明

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

show software directory ソフトウェアのダウンロードおよびダウングレードに関する

ディレクトリ情報を表示します。

software install clean Cisco Unity Express ソフトウェアの新しいバージョンをインス   
トールします。

software install upgrade 現在の Cisco Unity Express ソフトウェアを新しいバージョンに    
アップグレードします。
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software install upgrade
CUE ソフトウェアを新しいバージョンにアップグレードするには、Cisco Unity Express EXEC モー     
ドで software install upgrade コマンドを使用します。

software install upgrade {pkg cue-package.pkg | url ftp://ftp-server-ip-address/cue-package.pkg}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unity Express ソフトウェアを新しいバージョンにアップグレードする場合   
に使用します。 

（注） アップグレードまたはダウングレードがサポートされるのは、Cisco Unity Express ソフト   
ウェアの特定のバージョンに限られます。アップグレードまたはダウングレードがサポー

トされるかどうかを確認するには、各バージョンのリリース ノートを参照してください。 
Cisco Unity Express 2.0 より前のバージョンにはダウングレードできません。

例 次の例は、CUE ソフトウェアを新しいバージョンにアップグレードするコマンドを示しています。

se-10-16-0-0# software install upgrade url ftp://10.16.0.1/cue-vm.2.0.2.pkg

次の例は、FTP サーバが設定済みの場合、またはソフトウェア ファイルを事前に software download    
upgrade コマンドでダウンロードした場合に、CUE ソフトウェアを新しいバージョンにアップグ  
レードするコマンドを示しています。

se-10-16-0-0# software install upgrade pkg cue-vm.2.0.2.pkg

関連コマンド

pkg cue-package.pkg パッケージの名前を指定します。

url ftp://ftp-server-ip-address/cue-package.pkg FTP サーバの情報を指定します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

software download server FTP サーバの情報を設定します。
software download upgrade 後でアップグレードするためのファイルをダウンロードしま

す。

software install clean Cisco Unity Express ソフトウェアの新しいバージョンをインス   
トールします。

software install downgrade 現在の Cisco Unity Express ソフトウェアを以前のバージョンに    
ダウングレードします。
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software remove
ダウンロードまたはアップグレードによってシステムに保存されたソフトウェアを削除するには、

Cisco Unity Express EXEC モードで software remove コマンドを使用します。

software remove {all | downgradefiles | downloadfiles}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、software remove コマンドを示しています。 

se-172-19-0-0# software remove all

Download files removed
Downgrade files removed

se-172-19-0-0# software remove downgradefiles

Downgrade files removed

se-172-19-0-0# software remove downloadfiles

Download files removed

関連コマンド

all ダウングレード ファイルとダウンロード ファイルの両方を削除します。
downgradefiles ダウングレード ファイルを削除します。
downloadfiles ダウンロード ファイルを削除します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show software directory ダウンロード ディレクトリおよびダウングレード ディレクト  
リのディスク使用状況を表示します。
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system language preferred
システムの言語を設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで system language preferred コマン       
ドを使用します。

system language preferred xx_YY

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、システムで使用する言語を設定する場合に使用します。 

使用可能な言語のリストを参照するには、show system language コマンドを使用します。

例 次の例では、最初に現在のシステム言語を確認し、言語をアメリカ英語からイギリス英語に変更し

て、変更が実施されたことを最後に確認しています。

se-10-0-0-0# conf 
Configuring from terminal or memory [terminal]? 
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z. 
CUE(config)# system language preferred en_GB 
Preferred language has been set to: en_GB 

関連コマンド

xx_YY これは言語コードで、先頭の小文字の 1 ペアは言語を表し、次の大文字のペ  
アは言語が話されている地域を表します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが Cisco Unity Express で導入されました。

コマンド 説明

show system language システムで設定されている使用言語、および使用可能な言語のリスト

を表示します。
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T

Last Updated: July 25, 2006

trace networking all

trace networking database

trace networking dns

trace networking jobqueue

trace networking smtp

trace networking sysdb

trace networking vpim

transfer-mode
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trace networking all
すべてのネットワーク機能についてトレースを有効にするには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
trace networking all コマンドを使用します。

trace networking all 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。 

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、trace networking all コマンドの出力を示しています。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。
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trace networking database
ネットワーク データベース機能についてトレースを有効にするには、Cisco Unity Express EXEC モー     
ドで trace networking database コマンドを使用します。

trace networking database [all | connection | execute | garbage | largeobject | mgmt | query |  
results | transactions]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例

all （オプション）あらゆるデータベース イベントについてトレースを有効にし 
ます。

connection （オプション）データベース接続についてトレースを有効にします。

execute （オプション）データベースを対象とした挿入と更新についてトレースを有効

にします。

garbage （オプション）異常データ収集プロセスについてトレースを有効にします。

largeobject （オプション）データベースを対象とした大きなオブジェクトの読み取りと書

き込みについてトレースを有効にします。

mgmt （オプション）データベース管理プロセスについてトレースを有効にします。

query （オプション）データベースを対象としたクエリーについてトレースを有効に

します。

results （オプション）クエリー、挿入、および更新の結果についてトレースを有効に

します。

transaction （オプション）データベース トランザクションの開始と終了についてトレー 
スを有効にします。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。
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trace networking dns
DNS アクティビティについてトレースを有効にするには、Cisco Unity Express EXEC モードで trace      
networking dns コマンドを使用します。

trace networking dns [all]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、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するために使用  
します。

例

all （オプション）あらゆるデータベース イベントについてトレースを有効にします。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。
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trace networking jobqueue
ジョブ キューについてトレースを有効にするには、Cisco Unity Express EXEC モードで trace      
networking jobqueue コマンドを使用します。

trace networking jobqueue [all | job number]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例

all （オプション）キューに保持されるすべてのジョブについてトレースを有効に

します。

job number （オプション）キューに保持される指定したジョブについてトレースを有効に

します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。
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trace networking smtp
SMTP ネットワーク機能についてトレースを有効にするには、Cisco Unity Express EXEC モードで     
trace networking smtp コマンドを使用します。

trace networking smtp [all | receive | send | work]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例

all （オプション）あらゆる SMTP アクティビティについてトレースを有効にします。
receive （オプション）SMTP の受信についてトレースを有効にします。
send （オプション）SMTP の送信についてトレースを有効にします。
work SMTP キューへのジョブの追加、またはキューからのジョブの削除についてト 

レースを有効にします。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。
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trace networking sysdb
システム データベース イベントについてトレースを有効にするには、Cisco Unity Express EXEC     
モードで trace networking sysdb コマンドを使用します。

trace networking sysdb [all]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例

all （オプション）あらゆるシステム データベース（sysdb）イベントについてト 
レースを有効にします。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。
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trace networking vpim
Voice Profile for Internet Messaging（VPIM; インターネット メッセージ用音声プロファイル）ネット      
ワーク機能についてトレースを有効にするには、Cisco Unity Express EXEC モードで trace     
networking vpim コマンドを使用します。

trace networking vpim [all | audio | receive | send]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例

all あらゆる VPIM アクティビティについてトレースを有効にします。
audio VPIM オーディオ アクティビティについてトレースを有効にします。
receive VPIM の受信についてトレースを有効にします。
send VPIM の送信についてトレースを有効にします。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.2 このコマンドが導入されました。
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transfer-mode
SIP 通話の転送モードを設定するには、Cisco Unity Express SIP 設定モードで transfer-mode コマン       
ドを使用します。デフォルトのモードを使用するには、このコマンドの no 形式または default 形式    
を使用します。

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

no transfer-mode

default transfer-mode

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの転送モードは bye-also です。

コマンド モード Cisco Unity Express SIP 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 在席転送および準在席転送では、通話の転送が失敗した場合、Cisco Unity Express で応答すること   
ができます。たとえば、リモート側が通話中の場合や、指定された宛先が無効な場合です。 

例 次の例では、SIP 通話の転送モードがブラインド参照に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem sip
se-10-0-0-0(config-sip)# transfer-mode blind refer
se-10-0-0-0(config-sip)# end
se-10-0-0-0(config)#end
se-10-0-0-0# 

関連コマンド

attended SIP 通話を在席転送として転送します。この転送は、宛先の内線番号が通話 
に応答すると完了します。

semi-attended SIP 通話を準在席転送として転送します。この転送は、宛先の内線番号で呼 
び出し音が鳴ると完了します。

blind refer SIP 通話をブラインド参照通話として転送します。
blind bye-also SIP 通話をブラインド Bye/Also 通話として転送します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

2.3.2 デフォルト値が semi-attended から bye-also に変更されました。

コマンド 説明

ccn subsystem sip SIP 設定モードを開始します。
dtmf-relay SIP DTMF リレー メカニズムを設定します。
mwi sip Cisco Unity Express で使用される MWI 通知メカニズムを設定し     

ます。

show ccn sip subscription mwi アクティブな MWI サブスクリプションを表示します。
show ccn subsystem sip DTMF リレー メカニズムを表示します。
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username（設定）
Cisco Unity Express ユーザを設定するには、Cisco Unity Express EXEC モードまたは設定モードで       
username コマンドを使用します。

EXEC モード：

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

設定モード

username name [password “password” | phonenumber phonenumber |  
phonenumberE164 full-number | pin number]

シンタックスの説明

コマンド デフォルト language: U.S. English

name 作成するユーザの名前または ID を指定します。ユーザ名の長さ  
は、3 ～ 32 文字にする必要があります。Cisco Unity Express で      
は、ユーザ ID に使用できるのは、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 （オプション）ユーザを他の情報を指定せずに作成します。

delete （オプション）ユーザを削除します。

faxnumber extension 指定したファックス番号をユーザに割り当てます。DID が 1 つ   
のみの場合、この番号を設定する必要はありません。

fullname first “first” （オプション）ユーザの名。名前は二重引用符（“ ”）で囲んで入 
力する必要があります。

fullname last “last-name” （オプション）ユーザの姓。名前は二重引用符（“ ”）で囲んで入 
力する必要があります。

fullname display “full-name” （オプション）他の電話機の画面に表示されるユーザ名。名前は

二重引用符（“ ”）で囲んで入力する必要があります。
group group-name （オプション）このユーザを関連付けるグループ。group-name 値 

が存在しない場合は、このコマンドを使用すると作成されます。

language xx_YY （オプション）プロンプトの言語。サポートされる言語のリスト

については、『Release Notes for Cisco Unity Express 2.3』を参照し      
てください。

password “password” （オプション）ユーザのパスワード。パスワードは二重引用符

（“ ”）で囲んで入力する必要があります。有効な長さは 3 ～ 32    
文字です。スペースは使用できません。使用できるパスワード

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

phonenumber phonenumber （オプション）このユーザの内線番号または電話番号。

phonenumberE164 full-number （オプション）市外局番を含めた、ユーザの完全な電話番号。

pin number （オプション）ユーザの個人識別番号。有効な長さは 3 ～ 19 文    
字です。英字と数字を使用できます。この他の文字は使用でき

ません。
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コマンド モード Cisco Unity Express EXEC 
Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを EXEC モードで使用した場合は、許可された情報が Cisco Unity Express のフラッ      
シュ メモリに保存されます。ディスクに問題が発生した場合は、この情報が使用可能となり、ユー 
ザはボイスメール システムにアクセスできます。

このコマンドを設定モードで使用した場合は、設定が Cisco Unity Express システムのコンフィギュ    
レーション ファイルに保存されます。停電またはシステムのシャットダウンが発生した場合に、 
ユーザの情報を取得することができます。

例 次の例では、ユーザ user1 を作成し、Sales グループにメンバーとして割り当てて、内線番号 0190、    
パスワード、および PIN を割り当てています。

se-10-0-0-0# username user1 fullname display “User 1”
se-10-0-0-0# username user1 faxnumber 0100
se-10-0-0-0# username user1 group Sales
se-10-0-0-0# username user1 password “sales123”
se-10-0-0-0# username user1 pin 4122
se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# username user1 phonenumber 50190
se-10-0-0-0(config)# username user1 phonenumberE164 12225550190
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0# show user detail username user1
Full Name:          User 1
First Name:
Last Name:          user1
Nickname:           user1
Phone:              50190
Phone(E.164):       12225550190
Language:           en_ENU
se-10-0-0-0#

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

2.0 プロンプトでサポートされる言語が追加されました。

3.0 このコマンドが変更され、メールボックスにファックス内線番号を割

り当てることができるようになりました。

コマンド 説明

show groups 設定されているグループを表示します。

show user detail username 特定のユーザの詳細を表示します。

show users すべてのユーザ名のリストを表示します。
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username（ゲートウェイ設定）
メッセージ ゲートウェイに登録するときに使用されるユーザ名とパスワードを指定するには、 
Cisco Unity Express ゲートウェイ設定モードで username コマンドを使用します。メッセージ ゲー      
トウェイへの登録用に設定されているユーザ名を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用  
します。

username text {password {text | encrytped} password} [retry-interval integer]

no username text 

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express ゲートウェイ設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドでは、プライマリまたはセカンダリのメッセージ ゲートウェイへの登録で使用される 
ユーザ名を指定します。再試行の間隔を指定することもできます。デフォルトの再試行間隔は 5 分  
です。

例 次の例では、プライマリ メッセージ ゲートウェイへの登録で使用されるユーザ名を指定していま  
す。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# messaging-gateway primary 59000 192.0.2.24
se-10-0-0-0(config-gateway)# username cue31 password pass31 retry-interval 20

Status : Registered (Tue Aug 21 17:09:08 PDT 2006)
 Reg-expiration : Wed Aug 22 17:09:08 PDT 2006
 Location-id : 1234
 Reg-id : 1234
 Reg-password : (Not displayed)
 Retry-interval : 10 minute(s)

text プライマリまたはセカンダリのメッセージ ゲートウェイへの登録で使用さ 
れるユーザ名。

password プライマリまたはセカンダリのメッセージ ゲートウェイへの登録で使用さ 
れるパスワードを指定します。

text パスワードを暗号化されていないテキストとして送信します。

encrytped 暗号化されたパスワードを送信します。

password プライマリまたはセカンダリのメッセージ ゲートウェイへの登録で使用さ 
れるパスワード。

retry-interval プライマリまたはセカンダリのメッセージ ゲートウェイへの登録で、登録を 
再試行する場合の間隔を指定します。

integer 再試行の間隔（分単位）。

リリース 変更点

3.1 このコマンドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

show messaging-gateway メッセージ ゲートウェイの登録に関する詳細を表示します。
messaging-gateway registration エンドポイント（Cisco Unity Express）からメッセージ ゲート   

ウェイに登録メッセージが送信されます。

messaging-gateway プライマリまたはセカンダリのメッセージ ゲートウェイのロ 
ケーション ID と IP アドレスを指定します。
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username generate
ユーザの一時的なパスワードまたは PIN を生成するには、Cisco Unity Express EXEC モードで      
username generate コマンドを使用します。

username username generate {password | pin}

シンタックスの説明

デフォルト パスワードおよび PIN は空白です。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 生成されたパスワードまたは PIN を表示するには、show user auth username username コマンドを使       
用します。

ユーザは、GUI または TUI にログインした後、このパスワードまたは PIN を変更する必要がありま     
す。

例 次の例では、user5 の一時的なパスワードおよび PIN が生成されます。

se-10-0-0-0# username user5 generate password
se-10-0-0-0# username user5 generate pin
se-10-0-0-0# show user auth username user5

Password:           rfg889920
Pin:                7850

関連コマンド

username パスワードまたは PIN を必要とするユーザのユーザ ID。
password Cisco Unity Express の GUI へのアクセスに必要な認証情報。
pin Cisco Unity Express の電話ユーザ インターフェイス（TUI）へのアクセスに必    

要な認証情報。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

2.2 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show user auth username ユーザの認証情報（パスワードおよび PIN）を表示します。
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username notification cascade-to after
通知をカスケードするための規則を定義するには、Cisco Unity Express EXEC モードで username     
notification cascade-to after コマンドを使用します。規則を削除し、指定したユーザへのカスケード   
を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

username user-id notification cascade-to uid after minutes

no username user-id notification cascade-to uid after minutes

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ユーザ用の通知カスケード規則は定義されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 次のエンティティを定義するには、Cisco Unity Express 設定モードで username notification cascade-to      
after コマンドを使用します。

 • 通知カスケードの設定対象となるユーザ。

 • カスケード通知の送信先となるユーザ。

 • 通知のカスケードが開始されるまでの時間の長さ。

次の場合は、エラー メッセージが表示されます。

 • 指定したユーザまたはプロファイルが、ローカル システムに存在しない。

 • ユーザは存在しているが、そのユーザに通知をカスケードするための規則がすでに定義されて

いる。

 • ユーザがメールボックスを持っていない。

 • ユーザは、通知を自分にカスケードするための規則を定義できない。

 • カスケードを設定したユーザの数が、すでに上限に達している。

 • 時間が許容範囲を超えている。

 • 時間は許容範囲内にあるが、その時間に通知をカスケードするための規則がすでに定義されて

いる。 

例 次の例では、user22 から user 42 に対して、通知を 10 分後にカスケードするための規則が定義され      
ます。

se-10-0-0-0# username user22 notification cascade-to user42 after 10

user-id 通知カスケードの設定対象となるユーザの ID。
uid カスケード通知の送信先となるユーザの ID。
minutes 通知のカスケードが開始されるまでの時間の長さ。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

show voicemail msg-notification restriction-table ユーザ以外へのメッセージ配信機能に関連付け

られている規制テーブルの情報を表示します。

show voicemail notification メッセージ通知の設定を表示します。

show voicemail notification owner cascade 特定のユーザについて、メッセージ通知設定の

詳細を表示します。
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username profile（電話デバイス）
ユーザの携帯電話へのメッセージ通知を設定するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
username profile（電話デバイス） コマンドを使用します。携帯電話に関するパラメータを削除する  
場合、またはパラメータを非アクティブにする場合は、このコマンドの no 形式または default 形式    
を使用します。

username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} 
{enable 
extra-digits digits 
phonenumber phonenumber 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm}

no username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} 
{enable 
extra-digits digits 
phonenumber phonenumber 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm}

default username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} 
preference {all | urgent}

シンタックスの説明

デフォルト 携帯電話への通知は無効になっています。 

デフォルトのプリファレンスは urgent です。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

username 携帯電話を所有するボイスメール ユーザのユーザ ID。
enable ユーザのプロファイルに含まれているデバイスを有効にしま

す。

extra-digits digits DTMF 番号として送信される追加の数字。有効な値は、数字の 
0 ～ 9、ポンド（番号）記号（#）、アスタリスク（*）、および 1   
秒間の停止を表すプラス（+）記号です。

phonenumber phonenumber ユーザの電話デバイスの電話番号。ユーザのメールボックスで

メッセージが受信されると、この番号がダイヤルされます。有

効な値は、数字の 0 ～ 9 です。
preference {all | urgent} デバイスへのメッセージ通知のタイプを有効にします。all は、 

すべてのボイス メッセージをデバイスに送信します。urgent は、  
緊急メッセージのみをデバイスに送信します。

schedule day day-of-week active 
from hh:mm to hh:mm

デバイスが通知を受信できるタイム スロットを設定します。 
day-of-week の有効な値は 1 ～ 7 で、1 が日曜日、2 が月曜日、3       
以降もそれぞれの曜日を表します。時刻には 24 時間制を使用  
し、1 時間および 30 分を単位にします。hh の有効な値は 00 ～      
24、mm は 00 または 30 のいずれかです。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン システムは、デフォルトの通知プロファイルを vm-notif-profile というファイル名でユーザごとに 1   
つ作成します。このファイル名は変更できません。

複数のタイム スロットを設定するには、このコマンドを schedule パラメータを指定して繰り返し   
使用します。このパラメータで変更されるのは、指定したタイム スロットのみです。他のタイム 
スロットの設定は変更されません。 

次の場合は、エラー メッセージが表示されます。

 • システム内にユーザが存在しない。

 • ユーザがメールボックスを持っていない。

 • phonenumber は規制されている番号である。

 • 入力した digits が 64 桁を超えている。

 • 有効な電話番号がデバイスに割り当てられていない。

 • 管理者が、システム全体にわたってメッセージ通知を無効にしている。

 • システム全体の通知プリファレンスが urgent に設定されている場合に、このユーザのプリファ  
レンスを all に設定しようとした。

 • スケジュールの開始時刻が、スケジュールの終了時刻よりも後の時刻になっている。

このコマンドの no 形式または default 形式を使用すると、次のように設定されます。

 • no username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} enable：デ          
バイスへの通知の送信を無効にします。

 • no username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} extra-digits：          
デバイスに割り当てられている追加の数字を削除します。

 • no username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} 
phonenumber：デバイスから電話番号を削除し、デバイスを自動的に無効にします。

 • no（または default）username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | 
work-phone} preference：通知プリファレンスを urgent に設定します。

 • no username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} schedule day           
day-of-week active from hh:mm to hh:mm：指定したタイム スロットについて、通知の送信を非ア      
クティブにします。 

例 次の例では、ユーザ user3 の携帯電話が設定されます。

se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile cell-phone phonenumber 
12225550150
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile cell-phone enable
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile cell-phone extra-digits 9
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile cell-phone all
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile cell-phone schedule day 2 active 
from 08:00 to 17:00
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile cell-phone schedule day 3 active 
from 08:00 to 12:00
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile cell-phone schedule day 4 active 
from 13:00 to 16:00
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile cell-phone schedule day 5 active 
from 08:00 to 14:00
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile cell-phone schedule day 6 active 
from 08:00 to 17:00

関連コマンド コマンド 説明

show voicemail notification owner 指定したユーザまたはグループのボイスメール通知設定を

表示します。

username profile email ユーザの電子メールの通知パラメータを設定します。
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username profile email
ユーザの電子メールへのメッセージ通知を設定するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
username profile email コマンドを使用します。電子メール デバイスに関するパラメータを削除する    
場合、またはパラメータを非アクティブにする場合は、このコマンドの no 形式または default 形式    
を使用します。

username username profile vm-notif-profile email  
{address email-address 
attach 
enable 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm 
text email-text}

no username username profile vm-notif-profile email  
{address email-address 
attach 
enable 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm 
text email-text}

default username username profile vm-notif-profile email attach

default username username profile vm-notif-profile email preference {all | urgent}

シンタックスの説明

username profile num-pager ユーザの数字対応デバイスの通知パラメータを設定します。

username profile text-pager ユーザの文字対応デバイスの通知パラメータを設定します。

コマンド 説明

username 電子メールを所有するボイスメール ユーザのユーザ ID。
address email-address 発信されるテキスト通知の送信先となる電子メール アドレス。
attach 発信される電子メール通知にボイス メッセージを添付できるよ 

うにします。デフォルトでは無効になっています。

enable ユーザのプロファイルに含まれているデバイスを有効にしま

す。

preference {all | urgent} デバイスへのメッセージ通知のタイプを有効にします。all は、 
すべてのボイス メッセージをデバイスに送信します。urgent は、  
緊急メッセージのみをデバイスに送信します。

schedule day day-of-week active 
from hh:mm to hh:mm

デバイスが通知を受信できるタイム スロットを設定します。 
day-of-week の有効な値は 1 ～ 7 で、1 が日曜日、2 が月曜日、3       
以降もそれぞれの曜日を表します。時刻には 24 時間制を使用  
し、1 時間および 30 分を単位にします。hh の有効な値は 00 ～      
24、mm は 00 または 30 のいずれかです。

text email-text 発信される電子メール通知に付加するメッセージ テキスト。こ 
のメッセージでは、疑問符（?）を除くすべての英数字を使用で
きます。メッセージの最大長は 128 文字です。テキストは二重  
引用符（“ ”）で囲みます。



U
username profile email

466
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス

OL-14012-01-J

デフォルト 電子メール通知は無効になっています。 

電子メール添付は無効になっています。 

デフォルトのプリファレンスは urgent です。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン システムは、デフォルトの通知プロファイルを vm-notif-profile というファイル名でユーザごとに 1   
つ作成します。このファイル名は変更できません。

複数のタイム スロットを設定するには、このコマンドを schedule パラメータを指定して繰り返し   
使用します。このパラメータで変更されるのは、指定したタイム スロットのみです。他のタイム 
スロットの設定は変更されません。 

次の場合は、エラー メッセージが表示されます。

 • システム内にユーザが存在しない。

 • ユーザがメールボックスを持っていない。

 • 管理者が、システム全体にわたってメッセージ通知を無効にしている。

 • 管理者が、システム全体にわたって電子メール添付を無効にしている。

 • 電子メール アドレスを定義する前に電子メールが有効になっている。

 • 電子メールが有効になっていて、SMTP サーバが設定されていない。

 • システム全体の通知プリファレンスが urgent に設定されている場合に、このユーザのプリファ  
レンスを all に設定しようとした。

 • スケジュールの開始時刻が、スケジュールの終了時刻よりも後の時刻になっている。

 • 電子メールのテキストに疑問符（?）が含まれている。

 • 電子メールのテキストが 128 文字を超えている。

このコマンドの no 形式または default 形式を使用すると、次のように設定されます。

 • no username username profile vm-notif-profile email enable ：デバイスへの通知の送信を無効にし       
ます。

 • no username username profile vm-notif-profile email address email-address：デバイスに割り当てら       
れている電子メール アドレスを削除し、デバイスを自動的に無効にします。

 • no（または default）username username profile vm-notif-profile email attach：このデバイスの発      
信電子メール通知に、ボイス メッセージを添付できないようにします。

 • no（または default）username username profile vm-notif-profile email preference：通知プリファ      
レンスを urgent に設定します。

 • no username username profile vm-notif-profile email schedule day day-of-week active from hh:mm to            
hh:mm：指定したタイム スロットについて、通知の送信を非アクティブにします。 

 • no username username profile vm-notif-profile email text：このデバイスに関連付けられているテ      
キストを削除します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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例 次の例では、ユーザ user3 の携帯電話が設定されます。

se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile email address user1@company.com
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile email enable
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile email attach
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile email all
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile email schedule day 3 active from 
08:00 to 10:00
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile email text “Sales meeting 
scheduled in main office conference room C 1:00-3:00 p.m. 4/19/06”

関連コマンド コマンド 説明

show voicemail notification owner 指定したユーザまたはグループのボイスメール通知設定を

表示します。

username profile（電話デバイス） ユーザの携帯電話の通知パラメータを設定します。

username profile num-pager ユーザの数字対応デバイスの通知パラメータを設定します。

username profile text-pager ユーザの文字対応デバイスの通知パラメータを設定します。
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username profile num-pager
ユーザの数字対応デバイスへのメッセージ通知を設定するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
username profile num-pager コマンドを使用します。数字対応デバイスに関するパラメータを削除   
する場合、またはパラメータを非アクティブにする場合は、このコマンドの no 形式または default   
形式を使用します。

username username profile vm-notif-profile num-pager  
{enable 
extra-digits digits 
phonenumber phonenumber 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm}

no username username profile vm-notif-profile num-pager  
{enable 
extra-digits digits 
phonenumber phonenumber 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm}

default username username profile vm-notif-profile num-pager preference {all | urgent}

シンタックスの説明

デフォルト 数字対応デバイスへの通知は無効になっています。 

デフォルトのプリファレンスは urgent です。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

username 数字対応デバイスを所有するボイスメール ユーザのユーザ ID。
enable ユーザのプロファイルに含まれているデバイスを有効にしま

す。

extra-digits digits DTMF 番号として送信される追加の数字。有効な値は、数字の 
0 ～ 9、ポンド（番号）記号（#）、アスタリスク（*）、および 1   
秒間の停止を表すプラス（+）記号です。

phonenumber phonenumber ユーザの数字対応デバイスの電話番号。ユーザのメールボック

スでメッセージが受信されると、この番号がダイヤルされます。

有効な値は、数字の 0 ～ 9 です。
preference {all | urgent} デバイスへのメッセージ通知のタイプを有効にします。all は、 

すべてのボイス メッセージをデバイスに送信します。urgent は、  
緊急メッセージのみをデバイスに送信します。

schedule day day-of-week active 
from hh:mm to hh:mm

デバイスが通知を受信できるタイム スロットを設定します。 
day-of-week の有効な値は 1 ～ 7 で、1 が日曜日、2 が月曜日、3       
以降もそれぞれの曜日を表します。時刻には 24 時間制を使用  
し、1 時間および 30 分を単位にします。hh の有効な値は 00 ～      
24、mm は 00 または 30 のいずれかです。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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使用上のガイドライン システムは、デフォルトの通知プロファイルを vm-notif-profile というファイル名でユーザごとに 1   
つ作成します。このファイル名は変更できません。

複数のタイム スロットを設定するには、このコマンドを schedule パラメータを指定して繰り返し   
使用します。このパラメータで変更されるのは、指定したタイム スロットのみです。他のタイム 
スロットの設定は変更されません。 

次の場合は、エラー メッセージが表示されます。

 • システム内にユーザが存在しない。

 • ユーザがメールボックスを持っていない。

 • phonenumber は規制されている番号である。

 • 入力した digits が 64 桁を超えている。

 • 有効な電話番号がデバイスに割り当てられていない。

 • 管理者が、システム全体にわたってメッセージ通知を無効にしている。

 • システム全体の通知プリファレンスが urgent に設定されている場合に、このユーザのプリファ  
レンスを all に設定しようとした。

 • スケジュールの開始時刻が、スケジュールの終了時刻よりも後の時刻になっている。

このコマンドの no 形式または default 形式を使用すると、次のように設定されます。

 • no username username profile vm-notif-profile num-pager enable：デバイスへの通知の送信を無効      
にします。

 • no username username profile vm-notif-profile num-pager extra-digits：デバイスに割り当てられて      
いる追加の数字を削除します。

 • no username username profile vm-notif-profile num-pager phonenumber：デバイスから電話番号を      
削除し、デバイスを自動的に無効にします。

 • no（または default）username username profile vm-notif-profile num-pager preference：通知プリ      
ファレンスを urgent に設定します。

 • no username username profile vm-notif-profile num-pager schedule day day-of-week active from          
hh:mm to hh:mm：指定したタイム スロットについて、通知の送信を非アクティブにします。 

例 次の例では、ユーザ user3 の携帯電話が設定されます。

se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile num-pager phonenumber 12225550150
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile num-pager enable
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile num-pager extra-digits 9
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile num-pager all
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile num-pager schedule day 2 active 
from 08:00 to 17:00
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile num-pager schedule day 3 active 
from 08:00 to 12:00
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile num-pager schedule day 4 active 
from 13:00 to 16:00
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile num-pager schedule day 5 active 
from 08:00 to 14:00
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile num-pager schedule day 6 active 
from 08:00 to 17:00

関連コマンド コマンド 説明

show voicemail notification owner 指定したユーザまたはグループのボイスメール通知設定を

表示します。

username profile（電話デバイス） ユーザの携帯電話の通知パラメータを設定します。
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username profile text-pager
ユーザの文字対応デバイスへのメッセージ通知を設定するには、Cisco Unity Express EXEC モードで    
username profile text-pager コマンドを使用します。文字対応デバイスに関するパラメータを削除す   
る場合、またはパラメータを非アクティブにする場合は、このコマンドの no 形式または default 形    
式を使用します。

username username profile vm-notif-profile text-pager  
{address email-address 
enable 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm 
text email-text}

no username username profile vm-notif-profile text-pager  
{address email-address 
enable 
preference {all | urgent} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm 
text message-text}

default username username profile vm-notif-profile text-pager preference {all | urgent}

シンタックスの説明

デフォルト 文字対応デバイスへの通知は無効になっています。 

デフォルトのプリファレンスは urgent です。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

username profile email ユーザの電子メールの通知パラメータを設定します。

username profile text-pager ユーザの文字対応デバイスの通知パラメータを設定します。

コマンド 説明

username 文字対応デバイスを所有するボイスメール ユーザのユーザ ID。
address email-address 発信されるテキスト通知の送信先となる電子メール アドレス。
enable ユーザのプロファイルに含まれているデバイスを有効にしま

す。

preference {all | urgent} デバイスへのメッセージ通知のタイプを有効にします。all は、 
すべてのボイス メッセージをデバイスに送信します。urgent は、  
緊急メッセージのみをデバイスに送信します。

schedule day day-of-week active 
from hh:mm to hh:mm

デバイスが通知を受信できるタイム スロットを設定します。 
day-of-week の有効な値は 1 ～ 7 で、1 が日曜日、2 が月曜日、3       
以降もそれぞれの曜日を表します。時刻には 24 時間制を使用  
し、1 時間および 30 分を単位にします。hh の有効な値は 00 ～      
24、mm は 00 または 30 のいずれかです。

text message-text 発信される文字対応デバイス通知に付加するメッセージ テキス 
ト。このメッセージでは、疑問符（?）を除くすべての英数字を
使用できます。メッセージの最大長は 128 文字です。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン システムは、デフォルトの通知プロファイルを vm-notif-profile というファイル名でユーザごとに 1   
つ作成します。このファイル名は変更できません。

複数のタイム スロットを設定するには、このコマンドを schedule パラメータを指定して繰り返し   
使用します。このパラメータで変更されるのは、指定したタイム スロットのみです。他のタイム 
スロットの設定は変更されません。 

次の場合は、エラー メッセージが表示されます。

 • システム内にユーザが存在しない。

 • ユーザがメールボックスを持っていない。

 • 管理者が、システム全体にわたってメッセージ通知を無効にしている。

 • 電子メール アドレスを定義する前に文字対応デバイスが有効になっている。

 • 文字対応デバイスが有効になっていて、SMTP サーバが設定されていない。

 • システム全体の通知プリファレンスが urgent に設定されている場合に、このユーザのプリファ  
レンスを all に設定しようとした。

 • スケジュールの開始時刻が、スケジュールの終了時刻よりも後の時刻になっている。

 • メッセージのテキストに疑問符（?）が含まれている。

 • メッセージのテキストが 128 文字を超えている。

このコマンドの no 形式または default 形式を使用すると、次のように設定されます。

 • no username username profile vm-notif-profile text-pager enable：デバイスへの通知の送信を無効      
にします。

 • no username username profile vm-notif-profile text-pager address email-address：デバイスに割り当       
てられている電子メール アドレスを削除し、デバイスを自動的に無効にします。

 • no（または default）username username profile vm-notif-profile text-pager preference：通知プリ      
ファレンスを urgent に設定します。

 • no username username profile vm-notif-profile text-pager schedule day day-of-week active from hh:mm           
to hh:mm：指定したタイム スロットについて、通知の送信を非アクティブにします。 

 • no username username profile vm-notif-profile text-pager text：このデバイスに関連付けられてい      
るテキストを削除します。

例 次の例では、ユーザ user3 の携帯電話が設定されます。

se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile text-pager address 
user1@company.com
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile text-pager enable
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile text-pager all
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile text-pager schedule day 3 active 
from 08:00 to 10:00
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile text-pager text “Sales meeting 
scheduled in main office conference room C 1:00-3:00 p.m. 4/19/06”

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail notification owner 指定したユーザまたはグループのボイスメール通知設定を

表示します。

username profile（電話デバイス） ユーザの携帯電話の通知パラメータを設定します。
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username profile email ユーザの電子メールの通知パラメータを設定します。

username profile num-pager ユーザの数字対応デバイスの通知パラメータを設定します。

コマンド 説明
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voice mailbox owner

voice mailbox unlock

voicemail broadcast message

voicemail broadcast message delete

voicemail broadcast mwi

voicemail broadcast recording time

voicemail broadcast vpim-id

voicemail callerid

voicemail capacity time

voicemail configuration outgoing-email from-address

voicemail conversation address-by

voicemail conversation caller multi-msgs-any-mbx

voicemail conversation caller multi-msgs-same-mbx

voicemail conversation caller recording-prompt

voicemail conversation subscriber msg-properties brief

voicemail conversation subscriber msg-properties day-of-week

voicemail conversation subscriber play-gdm-summary

voicemail default

voicemail default broadcast expiration time

voicemail extension-length（network location id）

voicemail fax restriction

voicemail live-record beep duration

voicemail live-record beep interval

voicemail live-record pilot-number

voicemail live-reply calling-number-rule
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voicemail live-reply enable

voicemail live-reply network precedence

voicemail live-reply restriction

voicemail mailbox-selection

voicemail message future delete

voicemail non-subscriber restriction

voicemail notification allow-login

voicemail notification cascading enable

voicemail notification connect-timeout

voicemail notification email attach

voicemail notification enable

voicemail notification owner

voicemail notification preference

voicemail operator telephone

voicemail phone-prefix（network location id）

voicemail recording time

voicemail spoken-name（network location id）

voicemail vcard

voicemail vpim-encoding（network location id）
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voice mailbox owner
ユーザまたはグループのメールボックスを作成してメールボックス設定モードを開始するには、

Cisco Unity Express 設定モードで voice mailbox owner コマンドを使用します。メールボックスを削       
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

voice mailbox owner name [size seconds]

no voice mailbox owner name 

Mailbox configuration mode: 
default 
description “text” 
disable 
expiration days 
fax enable 
greeting [alternate | standard] 
mailboxsize mailbox-size-seconds 
messagesize message-size-seconds 
no parameter 
tutorial

シンタックスの説明

コマンド デフォルト expiration：システム全体の値 
mailboxsize：システム全体の値 
messagesize：システム全体の値 
tutorial：有効

name メールボックス所有者の名前。

size seconds （オプション）秒単位で指定した、メールボックスのストレージ

サイズ。これは、mailboxsize と同じ値です。
default メールボックスのパラメータをシステムのデフォルト値に設定

します。

description “text” テキストによるメールボックスの説明を指定します。テキスト

は二重引用符（“ ”）で囲む必要があります。
disable メンバーがボイス メッセージにアクセスできないように、メー 

ルボックスを非アクティブにします。

expiration days メッセージをメールボックスに保存しておくことができる日数

を指定します。

fax enable メールボックスが、ファックス ゲートウェイからファックスを 
受信できるかどうかを指定します。

greeting [alternate | 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

が再生されるかを指定します。

mailboxsize mailbox-size-seconds 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 キーワードと同じ値です。

messagesize message-size-seconds メールボックスに保存できるメッセージの最大秒数を指定しま

す。

no parameter 特定のパラメータ値の設定を削除します。

tutorial チュートリアルを再生するかどうかを指定します。デフォルト

は enabled です。
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コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン name 値がユーザを指している場合、このコマンドは個人用メールボックスを作成します。name 値  
がグループを指している場合、このコマンドは、複数のユーザおよび他のグループがアクセスでき

る共用メールボックスを作成します。

ユーザおよびグループは、メールボックスに割り当てる前に設定しておく必要があります。

必要に応じて、メールボックス所有者は、Telephone User Interface（TUI; 電話ユーザ インターフェ    
イス）から標準グリーティングとオプション グリーティングを録音します。メールボックス所有者 
がメールボックスのグリーティングを録音しなかった場合、Cisco Unity Express は、デフォルトの   
グリーティングを使用します。

mailbox-size-seconds および message-size-seconds の値は、作成するメールボックスの数とボイスメー   
ル システムのストレージ容量に依存します。一部のメールボックスは、より多くのメッセージ、ま 
たはより長いメッセージを保存できるように、他のメールボックスより大きくする必要がありま

す。たとえば、カスタマー サービス部門では、お客様からのメッセージを保存できるように、より 
大きなメールボックスを必要とすることがあります。サイズとメッセージ長を割り当てるときは、

メールボックスの目的を考えてください。

パラメータを設定するシーケンスはオプションです。

例 次の例は、1 人のユーザ用に作成されたメールボックスを示しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voice mailbox owner user7
se-10-0-0-0(config-mailbox)# description “User 7’s mailbox”
se-10-0-0-0(config-mailbox)# greeting standard
se-10-0-0-0(config-mailbox)# mailboxsize 360
se-10-0-0-0(config-mailbox)# messagesize 150
se-10-0-0-0(config-mailbox)# expiration time 21
se-10-0-0-0(config-mailbox)# no tutorial
se-10-0-0-0(config-mailbox)# exit
se-10-0-0-0(config)# 

関連コマンド

Cisco Unity Express 
バージョン 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

3.0 ファックス ゲートウェイからファックスを受信できるように変更され 
ました。

コマンド 説明

groupname Cisco Unity Express グループを設定します。
show voicemail ボイスメールボックスを表示します。

username（設定） Cisco Unity Express のユーザを設定します。
voicemail default システム全体のデフォルト ボイスメールボックス値を設定します。
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voice mailbox unlock
ボイスメールボックスのロックを解除するには、Cisco Unity Express EXEC モードで voice mailbox      
unlock コマンドを使用します。

voice mailbox unlock {owner name | telephonenumber tel-number}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン メールボックスがロックされた場合、所有者には、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。 

例 次の例では、個別メールボックスのロックが解除されます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# voice mailbox unlock owner user3

次の例では、共用メールボックスのロックが解除されます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# voice mailbox unlock owner sales

次の例では、内線番号を使用してメールボックスのロックが解除されます。

se-10-0-0-0> enable
se-10-0-0-0# voice mailbox unlock telephonenumber 61122

関連コマンド

owner name メールボックス所有者の名前。共用メールボックスの場合、グ

ループ メンバーの名前ではなく、所有者の名前です。
telephonenumber tel-number メールボックスに割り当てる電話番号。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show voicemail 設定されているメールボックスのプロパティを表示します。

voice mailbox owner メールボックスを設定します。
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voicemail broadcast message
ブロードキャスト メッセージの開始時刻と終了時刻を設定するには、Cisco Unity Express EXEC モー     
ドで voicemail broadcast message コマンドを使用します。

voicemail broadcast message message-id {starttime time date | endtime time date}

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 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

関連コマンド

message-id ブロードキャスト メッセージの符号化 ID。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。

starttime time date 開始時刻と開始日。time は 24 時間制の形式で、date の形式は 
YYYY-MM-DD です。

endtime time date 終了時刻と終了日。time は 24 時間制の形式で、date の形式は 
YYYY-MM-DD です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail broadcast messages ローカル システム上にあるすべてのブロードキャ 
スト メッセージをメッセージ ID を含めて表示し   
ます。

show voicemail mailboxes ブロードキャスト メッセージを含めて、すべての 
ボイスメールボックスの詳細を表示します。

show voicemail usage ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイス 
メールの使用状況を表示します。

voicemail broadcast message delete ブロードキャスト メッセージを削除します。
voicemail broadcast mwi ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライ   

トを有効にします。

voicemail broadcast recording time ブロードキャスト メッセージの最大長を設定しま 
す。

voicemail broadcast vpim-id ネットワーク ロケーションの VPIM ID を設定し    
ます。

voicemail default broadcast expiration time ブロードキャスト メッセージの有効期間を設定し 
ます。
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voicemail broadcast message delete
ブロードキャスト メッセージを削除するには、Cisco Unity Express EXEC モードで voicemail 
broadcast message delete コマンドを使用します。

voicemail broadcast message message-id delete

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

例 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

関連コマンド

message-id ブロードキャスト メッセージの符号化 ID。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。システムのすべて    
のブロードキャスト メッセージを削除するには、コマンドからこの引数を省 
略します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

3.0 システムのすべてのブロードキャスト メッセージを削除できるように 
変更されました。

コマンド 説明

show voicemail broadcast messages ローカル システム上にあるすべてのブロードキャ 
スト メッセージをメッセージ ID を含めて表示し   
ます。

show voicemail mailboxes ブロードキャスト メッセージを含めて、すべての 
ボイスメールボックスの詳細を表示します。

show voicemail usage ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイス 
メールの使用状況を表示します。

voicemail broadcast message ブロードキャスト メッセージの開始時刻および終 
了時刻を設定します。

voicemail broadcast mwi ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライ   
トを有効にします。

voicemail broadcast recording time ブロードキャスト メッセージの最大長を設定しま 
す。

voicemail broadcast vpim-id ネットワーク ロケーションの VPIM ID を設定し    
ます。

voicemail default broadcast expiration time ブロードキャスト メッセージの有効期間を設定し 
ます。
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voicemail broadcast mwi
ボイスメールボックスがブロードキャスト メッセージを受信したときにメッセージ ウェイティン  
グ インジケータ（MWI）がオンになるようにするには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail     
broadcast mwi コマンドを使用します。MWI ライトを無効にするには、このコマンドの no 形式を     
使用します。

voicemail broadcast mwi

no voicemail broadcast mwi

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは無効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

例 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

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

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail broadcast messages ローカル システム上にあるすべてのブロードキャス 
ト メッセージをメッセージ ID を含めて表示します。

show voicemail mailboxes ブロードキャスト メッセージを含めて、すべてのボ 
イスメールボックスの詳細を表示します。

show voicemail usage ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイスメー 
ルの使用状況を表示します。

voicemail broadcast message ブロードキャスト メッセージの開始時刻および終了 
時刻を設定します。

voicemail broadcast message delete ブロードキャスト メッセージを削除します。
voicemail broadcast recording time ブロードキャスト メッセージの最大長を設定します。
voicemail broadcast vpim-id ネットワーク ロケーションの VPIM ID を設定しま    

す。

voicemail default broadcast expiration time ブロードキャスト メッセージの有効期間を設定しま 
す。
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voicemail broadcast recording time
ローカル システムのブロードキャスト メッセージの最長録音時間を設定するには、Cisco Unity   
Express 設定モードで voicemail broadcast recording time コマンドを使用します。録音時間をデフォ      
ルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail broadcast recording time broadcast-length

no voicemail broadcast recording time

シンタックスの説明

デフォルト 900 秒

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ブロードキャスト メッセージの長さを変更するには、新しい長さの値を指定して、このコマンドを 
使用します。

この値を表示するには、show run コマンドを使用します。出力には、次のようなエントリが含まれ  
ます。

voicemail default mailboxsize 3000
voicemail broadcast recording time 2240

例 次の例では、ブロードキャスト メッセージの長さが 2240 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 2240
se-10-0-0-0(config)# voicemail default broadcast expiration time 2
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

broadcast-length ブロードキャスト メッセージの最大長（秒単位）。有効な値の範囲は 10 ～   
3600 です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail broadcast messages ローカル システム上にあるすべてのブロードキャ 
スト メッセージをメッセージ ID を含めて表示し   
ます。

show voicemail limits ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイス 
メールボックスおよびメッセージに関する制限を

表示します。

show voicemail mailboxes ブロードキャスト メッセージを含めて、すべての 
ボイスメールボックスの詳細を表示します。

show voicemail usage ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイス 
メールの使用状況を表示します。
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voicemail broadcast message ブロードキャスト メッセージの開始時刻および終 
了時刻を設定します。

voicemail broadcast message delete ブロードキャスト メッセージを削除します。
voicemail broadcast mwi ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライ   

トを有効にします。

voicemail broadcast vpim-id ネットワーク ロケーションの VPIM ID を設定し    
ます。

voicemail default broadcast expiration time ブロードキャスト メッセージの有効期間を設定し 
ます。

コマンド 説明
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voicemail broadcast vpim-id
ローカル システムでブロードキャスト メッセージの Voice Profile for Internet Messaging（VPIM; イ        
ンターネット メッセージ用音声プロファイル）ID を設定するには、Cisco Unity Express ロケーショ     
ン設定モードで voicemail broadcast vpim-id コマンドを使用します。VPIM ID を削除するには、こ      
のコマンドの no 形式を使用します。

voicemail broadcast vpim-id vpim-id

no voicemail broadcast vpim-id vpim-id

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express ロケーション設定

コマンド履歴

例 次の例では、ネットワーク ロケーション 150 のブロードキャスト メッセージの 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

次の例では、VPIM ID が ny-270 の、ネットワーク ロケーション 150 のブロードキャスト メッセー        
ジが削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location id 150
se-10-0-0-0(config-location)# no voicemail broadcast vpim-id ny-270
se-10-0-0-0(config-location)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

関連コマンド

vpim-id ブロードキャスト メッセージの VPIM ID。有効な VPIM ID には、英字、数字、      
下線（_）、ダッシュ（-）、およびドット（.）を使用できます。最大長は 32 文字です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail broadcast messages ローカル システム上にあるすべてのブロードキャス 
ト メッセージをメッセージ ID を含めて表示します。

show voicemail mailboxes ブロードキャスト メッセージを含めて、すべてのボ 
イスメールボックスの詳細を表示します。

show voicemail usage ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイスメー 
ルの使用状況を表示します。

voicemail broadcast message ブロードキャスト メッセージの開始時刻および終了 
時刻を設定します。

voicemail broadcast message delete ブロードキャスト メッセージを削除します。
voicemail broadcast mwi ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライトを   

有効にします。
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voicemail callerid
着信ボイスメール メッセージの発信者 ID 情報の再生を有効にするには、Cisco Unity Express 設定      
モードで voicemail callerid コマンドを使用します。発信者 ID の再生を無効にするには、このコマ     
ンドの no 形式を使用します。

voicemail callerid

no voicemail callerid

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト 発信者 ID 情報の再生は無効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 外線からの着信ボイスメール メッセージを受信すると、システムは、関連付けられた発信者 ID 情   
報をローカル ディレクトリ内のエントリと照合します。一致するものが見つからない場合、発信者 
ID を再生するようにシステムが設定されていれば、受信者がメッセージを聞くときに、システムは 
メッセージ エンベロープにある送信者の電話番号を再生します。発信者 ID 情報を再生するように   
システムが設定されていない場合、システムはメッセージ エンベロープの「Unknown Caller」を再  
生します。

Cisco Unity Express は、発信者 ID 情報が有効であることを確認しません。その機能は、電話局（CO）     
と着信トランク設定に依存します。また、ローカル システムは、ローカル Cisco Unity Express ディ     
レクトリに設定されていない Cisco Unified Communications Manager Express 内線番号または Cisco       
Unified Communications Manager 内線番号の発信者 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。GUI の Defaults > Voice Mail オプ        
ションを使用して、発信者 ID 情報の再生を有効または無効にすることもできます。

（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。

voicemail broadcast recording time ブロードキャスト メッセージの最大長を設定します。
voicemail default broadcast expiration time ブロードキャスト メッセージの有効期間を設定しま 

す。

コマンド 説明

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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例 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

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

関連コマンド コマンド 説明

show voicemail limits ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイスメールボックスおよび 
メッセージに関する制限を表示します。
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voicemail capacity time
録音されるすべてのメッセージおよびグリーティングの最大ストレージ容量を分単位で指定する

には、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail capacity time コマンドを使用します。最大スト       
レージ容量をデフォルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail capacity time minutes

no voicemail capacity time

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのストレージ時間は、ライセンスによって決まります。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、録音されるすべてのボイスメール メッセージとグリーティングの最大ストレージ 
時間を設定します。許容される最大値は、Cisco Unity Express モジュールの容量によって決まります。

例 次の例では、録音されるすべてのボイスメール メッセージとグリーティングの合計容量が 100 時間   
（6000 分）に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail capacity time 6000
se-10-0-00-(config)# exit

関連コマンド

minutes ボイスメール システムで録音されるすべてのメッセージとグリーティング 
の合計ストレージ時間（分単位）。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show voicemail limits ボイスメールの制限を表示します。

voicemail default すべての新規メールボックス用のデフォルト値を割り当てます。

voicemail operator telephone オペレータ メールボックスを作成します。
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voicemail configuration outgoing-email from-address
発信電子メールの送信元アドレスを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail    
configuration outgoing-email from-address を使用します。送信元アドレスを削除するには、このコ   
マンドの no 形式を使用します。

voicemail configuration outgoing-email from-address email-address

no voicemail configuration outgoing-email from-address

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの電子メール アドレスは cisco-unity-express-hostname@cisco-unity-express-domain-name  
です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 送信元アドレスはシステム全体の値で、ユーザごとに設定することはできません。

Cisco Unity Express からの発信電子メール（特に、メッセージ通知）の From フィールドに、指定し     
たアドレスが表示されます。

From アドレスは、GUI の Defaults > Voice Mail オプションで設定できます。

例 次の例では、発信電子メールの From フィールドが myname@mycompany.com に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail configuration outgoing-email from-address 
myname@mycompany.com
se-10-0-0-0(config)# end

関連コマンド

email-address 発信電子メール メッセージの From フィールドに使用する電子メール アドレ    
ス。デフォルトは hostname@domain で、hostname は Cisco Unity Express に設       
定したホスト名、domain は Cisco Unity Express に設定したドメイン名です。     
最大長は 128 文字です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3.2 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail configuration Cisco Unity Express から送信される電子メールの From アドレス     
を表示します。
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voicemail conversation address-by
ボイスメール メッセージのデフォルトの宛先指定方法を指定するには、Cisco Unity Express 設定    
モードで voicemail conversation address-by コマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すには、    
このコマンドの no 形式または default 形式を使用します。

voicemail conversation address-by {extension | name}

no voicemail conversation address-by {extension | name}

default voicemail conversation address-by

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ボイスメールは、名前（名前によるダイヤル機能）で宛先指定します。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ボイスメール メッセージを名前と内線のどちらで宛先指定するかを決定するには、Cisco Unity  
Express 設定モードで voicemail conversation address-by コマンドを使用します。

このコマンドは、以下を含むすべてのメッセージ機能の宛先指定動作を変更します。

 • 個別ユーザのメッセージの宛先指定

 • 同報リスト

 • カスケード

 • 複数のボイスメール メッセージ

このコマンドの no 形式を使用すると、システムはデフォルトの動作に戻り、ボイスメール メッセー   
ジは名前で宛先指定されます。

例 次の例では、ボイスメール メッセージは内線で宛先指定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation address-by extension

関連コマンド

extension ボイスメール メッセージを内線で宛先指定します。
name ボイスメール メッセージを名前で宛先指定します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail conversation ボイスメール通話の設定を表示します。
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voicemail conversation caller multi-msgs-any-mbx
任意のメールボックスに発信者が複数のメッセージを残すことができるようにするには、Cisco
Unity Express 設定モードで voicemail conversation caller multi-msgs-any-mbx コマンドを使用しま       
す。この機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail conversation caller multi-msgs-any-mbx

no voicemail conversation caller multi-msgs-any-mbx

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト 任意のメールボックスに発信者が複数のメッセージを残すことができる機能は、無効になっていま

す。また、メッセージが 1 つ録音されると、通話は切断されるか自動受付に転送されます。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 任意のメールボックスに発信者が複数のメッセージを残すことができるようにするには、Cisco
Unity Express 設定モードで voicemail conversation caller multi-msgs-any-mbx コマンドを使用しま       
す。 

このコマンドの no 形式を使用すると、システムはデフォルトの動作に戻り、メッセージが 1 つ録    
音されると、通話は切断されるか自動受付に転送されます。

例 次の例では、この機能を有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation caller multi-msgs-any-mbx

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail conversation ボイスメール通話の設定を表示します。
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voicemail conversation caller multi-msgs-same-mbx
同じメールボックスに発信者が複数のメッセージを残すことができるようにするには、Cisco Unity 
Express 設定モードで voicemail conversation caller multi-msgs-same-mbx コマンドを使用します。こ      
の機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail conversation caller multi-msgs-same-mbx

no voicemail conversation caller multi-msgs-same-mbx

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト 同じメールボックスに発信者が複数のメッセージを残すことができる機能は、無効になっていま

す。また、メッセージが 1 つ録音されると、通話は切断されるか自動受付に転送されます。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 同じメールボックスに発信者が複数のメッセージを残すことができるようにするには、Cisco Unity 
Express 設定モードで voicemail conversation caller multi-msgs-same-mbx コマンドを使用します。 

このコマンドの no 形式を使用すると、システムはデフォルトの動作に戻り、メッセージが 1 つ録    
音されると、通話は切断されるか自動受付に転送されます。

例 次の例では、この機能を有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation caller multi-msgs-same-mbx

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail conversation ボイスメール通話の設定を表示します。
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voicemail conversation caller recording-prompt
発信者に対するメッセージ録音用プロンプトの再生を有効にするには、Cisco Unity Express 設定モー   
ドで voicemail conversation caller recording-prompt コマンドを使用します。プロンプトを無効にす     
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail conversation caller recording-prompt

no voicemail conversation caller recording-prompt

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは有効になっています（プロンプトが再生されます）。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 発信者には、受信者のグリーティングが再生された後、「Record your message after the tone. When you       
are finished, hang up or press # for more options.」というメッセージが再生されます。このコマンドを         
使用して、プロンプトの再生を有効または無効にします。

発信者用録音プロンプトのステータスを表示するには、show running-config コマンドを使用しま  
す。プロンプトが無効になっている場合、出力に次の行が表示されます。

no voicemail conversation caller recording-prompt

プロンプトが有効になっている場合は、show running-config の出力にステータスが表示されませ  
ん。

例 次の例では、発信者用録音プロンプトの再生が無効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no voicemail conversation caller recording-prompt
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0# 

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show running-config 設定されているシステム パラメータを表示します。
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voicemail conversation subscriber msg-properties brief
通常のボイスメール メッセージで、システム全体のメッセージ プロパティ（エンベロープ）のサ  
ブセットだけを再生するように指定するには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail    
conversation subscriber msg-properties brief コマンドを使用します。メッセージ プロパティ（エン     
ベロープ）の送信者情報、日付、および時刻の再生をデフォルトの状態に復元するには、このコマ

ンドの no 形式または default 形式を使用します。

voicemail conversation subscriber msg-properties brief

no voicemail conversation subscriber msg-properties brief

default voicemail conversation subscriber msg-properties brief

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト メッセージ プロパティ（エンベロープ）の送信者情報、日付、および時刻が再生されます。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 通常のメッセージのボイスメールで、システム全体のメッセージ プロパティ（エンベロープ）のサ 
ブセットだけを再生するように指定するには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail    
conversation subscriber msg-properties brief コマンドを使用します。デフォルトでは、標準メッセー    
ジ プロパティがすべて再生されます。このコマンドを使用すると、メッセージ プロパティの再生  
内容から送信者情報、日付、および時刻が除外されます。 

短いメッセージ プロパティを有効にした場合、曜日設定が無効になるため、voicemail conversation  
msg-properties day-of-week コマンドの設定との相互作用が発生します。

例 次の例では、メッセージ プロパティの再生内容から送信者情報、日付、および時刻が除外されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation subscriber msg-properties brief

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail conversation subscriber ボイスメール通話ユーザの設定を表示します。

voicemail conversation msg-properties  
day-of-week

通常のボイスメール メッセージで、メッセージ プロパ  
ティ（エンベロープ）の曜日情報の再生を含めます。
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voicemail conversation subscriber msg-properties 
day-of-week

通常のボイスメール メッセージで、メッセージ プロパティ（エンベロープ）の曜日情報の再生を  
含めるには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail conversation subscriber msg-properties       
day-of-week コマンドを使用します。メッセージ プロパティ（エンベロープ）の曜日情報の再生を  
削除するには、このコマンドの no 形式または default 形式を使用します。

voicemail conversation subscriber msg-properties day-of-week

no voicemail conversation subscriber msg-properties day-of-week

default voicemail conversation subscriber msg-properties day-of-week

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト メッセージ プロパティ（エンベロープ）の曜日情報の再生は無効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 通常のボイスメール メッセージで、メッセージ プロパティ（エンベロープ）の曜日情報を再生す  
るには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail conversation subscriber msg-properties       
day-of-week コマンドを使用します。デフォルトでは、曜日プロンプトの再生は無効です。このコ 
マンドを使用すると、メッセージ プロパティ（エンベロープ）で再生される送信日および受信日の 
一部として、曜日が再生されます。 

短いメッセージ プロパティを有効にした場合、曜日設定が無効になるため、voicemail conversation  
msg-properties brief コマンドの設定との相互作用が発生します。

例 次の例では、メッセージ プロパティの再生で、曜日情報の再生が有効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation subscriber msg-properties day-of-week

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail conversation subscriber ボイスメール通話ユーザの設定を表示します。

voicemail conversation msg-properties brief 通常のボイスメール メッセージで、システム全体 
のメッセージ プロパティ（エンベロープ）のサブ 
セットのみが再生されることを指定します。
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voicemail conversation subscriber play-gdm-summary
ユーザに関連付けられているすべての GDM で、新しいメッセージの要約の再生を有効にするには、  
Cisco Unity Express 設定モードで voicemail conversation subscriber play-gdm-summary コマンドを使        
用します。この機能を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail conversation subscriber play-gdm-summary

no voicemail conversation subscriber play-gdm-summary

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト ユーザに関連付けられているすべての GDM における新しいメッセージの要約の再生は、無効に  
なっています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ユーザに関連付けられているすべての GDM で、新しいメッセージの要約を再生するには、Cisco  
Unity Express 設定モードで voicemail conversation subscriber play-gdm-summary コマンドを使用し       
ます。 

この機能は、システム レベルで有効にできます。

例 次の例では、この機能を有効にしています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation subscriber play-gdm-summary

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail conversation ボイスメール通話の設定を表示します。
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voicemail default
すべての新規メールボックス用のデフォルト値を割り当てるには、Cisco Unity Express 設定モード   
で voicemail default コマンドを使用します。デフォルト値をシステムのデフォルトに設定するには、   
このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail default {expiration time days | language xx_YY | mailboxsize mailbox-size-seconds |  
messagesize message-size-seconds}

no voicemail default {expiration time | language | mailboxsize | messagesize}

シンタックスの説明

デフォルト expiration time：30 日 
language：インストールされている言語 
mailboxsize：3000 秒 
messagesize：60 秒

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 新しい個別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、特定のユーザまたはメールボックス用に別の値に変更できます。 

expiration time 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 xx_YY ローカルの Cisco Unity Express システムのボイスメール プ     

ロンプトで使用する言語を指定します。Cisco Unity Express  
は、システムで 1 つの言語をサポートします。使用可能な言  
語のリストについては、『Release Notes for Cisco Unity Express     
2.3』を参照してください。

mailboxsize mailbox-size-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。最大メールボックス サイズは、インストールされ 
ているソフトウェア ライセンス サイズに依存します。

messagesize message-size-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。有効な値の範囲は 10 ～ 3600 です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

2.0 language オプションが、アメリカ英語以外の言語を含むように拡張さ 
れました。
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例 次の例では、新規メールボックス用のデフォルト値が設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail default expiration time 15
se-10-0-0-0(config)# voicemail default mailboxsize 360
se-10-0-0-0(config)# voicemail default messagesize 90
se-10-0-0-0(config)# voicemail default language de_DE
se-10-0-0-0(config)# end

次の例では、デフォルトのメールボックス有効期間がシステムのデフォルトに設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no voicemail default expiration time
se-10-0-0-0(config)# end

関連コマンド コマンド 説明

show voicemail limits ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイスメールボックスお 
よびメッセージに関する制限を表示します。

voicemail capacity time ボイスメール システムの最大ストレージ容量を設定します。
voicemail operator telephone オペレータ メールボックスを作成します。
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voicemail default broadcast expiration time
ローカル システムのブロードキャスト メッセージの有効期間を設定するには、Cisco Unity Express    
設定モードで voicemail default broadcast expiration time コマンドを使用します。有効期間をデフォ      
ルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail default broadcast expiration time broadcast-days

no voicemail default broadcast expiration time

シンタックスの説明

デフォルト 30 日

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

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

関連コマンド

broadcast-days システムがブロードキャスト メッセージを保存する日数。最大値は 365 です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail broadcast messages ローカル システム上にあるすべてのブロードキャスト メッ  
セージをメッセージ ID を含めて表示します。

show voicemail limits ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイスメールボッ 
クスおよびメッセージに関する制限を表示します。

show voicemail mailboxes ブロードキャスト メッセージを含めて、すべてのボイスメー 
ルボックスの詳細を表示します。

show voicemail usage ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイスメールの使 
用状況を表示します。

voicemail broadcast message ブロードキャスト メッセージの開始時刻および終了時刻を 
設定します。

voicemail broadcast message delete ブロードキャスト メッセージを削除します。
voicemail broadcast mwi ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライトを有効   

にします。

voicemail broadcast recording time ブロードキャスト メッセージの最大長を設定します。
voicemail broadcast vpim-id ネットワーク ロケーションの VPIM ID を設定します。
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voicemail extension-length（network location id）
ネットワーク ロケーションの内線番号の桁数を設定するには、Cisco Unity Express ロケーション設    
定モードで voicemail extension-length コマンドを使用します。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。

voicemail extension-length {number | max number | min number}

no voicemail extension-length

シンタックスの説明

デフォルト 内線番号のデフォルトの最小桁数は 2 で、最大桁数は 15 です。

コマンド モード Cisco Unity Express ロケーション設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 内線番号の長さを固定の桁数で指定するには、voicemail extension-length number コマンドを使用し   
ます。内線番号の最大または最小の桁数を指定するには、max キーワードまたは min キーワードを   
使用します。 

例 次の例では、ボイスメールの内線番号の桁数が 6 桁に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location id 9
se-10-0-0-0(config-location)# voicemail extension-length 6 

次の例では、ボイスメールの内線番号の最大桁数が 7 桁に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location id 9
se-10-0-0-0(config-location)# voicemail extension-length max 7

関連コマンド

number ロケーションの内線番号の桁数を設定します。

max number 内線番号の最大桁数を設定します。

min number 内線番号の最小桁数を設定します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show network detail location id 特定のロケーションの設定を表示します。
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voicemail fax restriction
規制テーブルをファックス機能に関連付けるには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail fax     
restriction コマンドを使用します。関連付けを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail fax restriction table-name

no voicemail fax restriction table-name

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ファックス機能に関連付けられている規制テーブルはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 規制テーブルをファックス機能に関連付けるには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail fax     
restriction コマンドを使用します。 

指定された規制テーブルがシステムに存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。規制 
テーブルを作成するには、restriction create コマンドを参照してください。規制テーブルを設定す  
るには、下の「関連コマンド」の項を参照してください。

例 次の例では、fax-restriction という規制テーブルがファックス機能に関連付けられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail fax restriction fax-restriction

関連コマンド

table-name ファックス機能を関連付ける規制テーブル。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

restriction create 規制テーブルを作成します。

restriction dial-string 規制される番号のダイヤル パターンを指定します。
restriction max-digits 規制される番号の最大桁数を指定します。

restriction min-digits 規制される番号の最小桁数を指定します。

show fax configuration 受信と発信のファックス ゲートウェイの設定、およびメー 
ルボックスにあるファックスの送信先となるデフォルトの

ファックス番号を表示します。 
show voicemail fax restriction-table ファックス システムに関連付けられている規制テーブルの 

名前を表示します。
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voicemail live-record beep duration
ライブ レコード実行中のビープ音の長さを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで    
voicemail live-record beep duration コマンドを使用します。ビープ音を無効にするには、このコマ    
ンドの no 形式を使用します。ビープ音の長さをデフォルト値の 250 ミリ秒に戻すには、このコマ    
ンドの default 形式を使用します。

voicemail live-record beep duration digits

no voicemail live-record beep duration digits

default voicemail live-record beep duration

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ライブ レコード実行中のビープ音の長さは、250 ミリ秒に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ライブ レコード実行中のビープ音の長さを設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで    
voicemail live-record beep duration コマンドを使用します。ビープ音の長さとは、ビープ音の再生    
を開始してから終了するまでの経過時間です。このビープ音の長さは、ミリ秒単位で設定します。

範囲は 50 ～ 1000 ミリ秒です。

このコマンドの default 形式を使用すると、ビープ音の長さがデフォルト値の 250 ミリ秒に戻りま    
す。

この機能の免責事項については、タイトル ページ直後の法規に関する記述を参照してください。

例 次の例では、ライブ レコード実行中のビープ音の長さが 400 ミリ秒に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail live-record beep duration 400

関連コマンド

digits ライブ レコード実行中のビープ音の長さ。単位はミリ秒（ms）。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail live-record ライブ レコード機能の設定を表示します。
voicemail live-record beep interval ライブ レコード実行中のビープ音の間隔を設定します。
voicemail live-record pilot-number ライブ レコード機能を有効にし、Cisco Unifity Express のボ    

イスメール パイロット番号にすべての着信通話を転送する 
番号を設定します。
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voicemail live-record beep interval
ライブ レコード実行中のビープ音の間隔を設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで    
voicemail live-record beep interval コマンドを使用します。ビープ音の間隔をデフォルト値の 15 秒      
に戻すには、このコマンドの no 形式または default 形式を使用します。

voicemail live-record beep interval digits

no voicemail live-record beep interval digits

default voicemail live-record beep interval

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ライブ レコード実行中のビープ音の間隔は、15 秒に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ライブ レコード実行中のビープ音の間隔を設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで    
voicemail live-record beep interval コマンドを使用します。ビープ音の間隔とは、1 つのビープ音の     
終了から次のビープ音の開始までの経過時間です。このビープ音の間隔は、秒単位で設定します。

範囲は 1 ～ 30 秒です。 

このコマンドの no 形式と default 形式のどちらを使用した場合も、ビープ音の間隔がデフォルト値    
の 15 秒に戻ります。

この機能の免責事項については、タイトル ページ直後の法規に関する記述を参照してください。

例 次の例では、ライブ レコード実行中のビープ音の間隔が 10 秒に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail live-record beep interval 10

関連コマンド

digits ライブ レコード実行中のビープ音の間隔（秒）。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail live-record ライブ レコード機能の設定を表示します。
voicemail live-record beep duration ライブ レコード実行中のビープ音の長さを設定します。
voicemail live-record pilot-number ライブ レコード機能を有効にし、Cisco Unifity Express のボ    

イスメール パイロット番号にすべての着信通話を転送する 
番号を設定します。
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voicemail live-record pilot-number
ライブ レコード機能を有効にし、Cisco Unifity Express ボイスメール パイロット番号にすべての着     
信通話を転送する番号を設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail live-record     
pilot-number コマンドを使用します。ライブ レコード機能を無効にするには、このコマンドの no   
形式または default 形式を使用します。

voicemail live-record pilot-number digits

no voicemail live-record pilot-number digits

default voicemail live-record pilot-number

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ライブ レコード機能は無効になっていて、パイロット番号は設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ライブ レコード機能を有効にし、Cisco Unity Express ボイスメール パイロット番号にすべての着信     
通話を転送する番号を設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail live-record     
pilot-number コマンドを使用します。この番号から転送され、Cisco Unity Express ボイスメール パ     
イロット番号で終了したすべての通話は、通常のボイスメール グリーティングをバイパスし、発信 
者がユーザである場合、すぐに録音が開始されます。

この機能の免責事項については、タイトル ページ直後の法規に関する記述を参照してください。

例 次の例では、ライブ レコード パイロット番号が 0112 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail live-record pilot-number 0112

関連コマンド

digits すべてのライブ レコード セッションを開始する通話転送番号。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail live-record ライブ レコード機能の設定を表示します。
voicemail live-record beep duration ライブ レコード実行中のビープ音の長さを設定します。
voicemail live-record beep interval ライブ レコード実行中のビープ音の間隔を設定します。
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voicemail live-reply calling-number-rule
コンフィギュレーションおよび VPIM ボイス カード データから Live Reply 内線番号を派生させる       
方法を指定するには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail live-reply calling-number-rule コマ       
ンドを使用します。発信者番号規則をデフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no 形式また  
は default 形式を使用します。

voicemail live-reply calling-number-rule {extension | prefix-extension | location-extension | 
location-prefix-extension | prefix-location-extension}

no voicemail live-reply calling-number-rule {extension | prefix-extension | location-extension | 
location-prefix-extension | prefix-location-extension}

default voicemail live-reply calling-number-rule 

シンタックスの説明

コマンド デフォルト 発信者番号規則は extension に設定されています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンフィギュレーションおよび VPIM ボイス カード データから Live Reply 内線番号を派生させる       
方法を指定するには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail live-reply calling-number-rule コマ       
ンドを使用します。このコマンドの default 形式または no 形式を使用すると、extension 設定を使用     
するデフォルトの状態に発信者番号規則を戻すことができます。

extension E.164 電話番号として、送信者のメールボックス ID を使用します。こ   
の番号は、VPIM message header from フィールドの、@ 文字の前の数字     
です。

prefix-extension 設定済みのネットワーク ロケーション プレフィックス、送信者のメー  
ルボックス ID の順に使用します。ネットワーク ロケーション プレ    
フィックスは、コマンド voicemail phone-prefix prefix-digits と location     
サブコマンドで指定します。

location-extension ネットワーク ロケーション ID、送信者のメールボックス ID の順に使    
用します。ネットワーク ロケーション ID は、ネットワーク ロケーショ    
ンを定義するときに、コマンド network location id location-digits で指     
定します。

location-prefix-extension 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 プレ    
フィックス、メールボックス ID の順に使用します。

prefix-location-extension ネットワーク ロケーション プレフィックス、ネットワーク ロケーショ   
ン ID、メールボックス ID の順に使用します。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。
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例 次の例では、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 プレフィックス、メール    
ボックス ID の組み合せをこの順序で使用することで Live Reply 内線番号を派生させるように指定     
されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail live-reply calling-number-rule 
location-prefix-extension

次のように設定されているときに、このコマンドを使用したとします。

 • ロケーション ID が 112 に設定されている

 • ロケーション プレフィックスが 444 に設定されている

 • 着信 VPIM メッセージのメールボックス ID が 5678 に設定されている

この場合、Live Reply 内線番号は 112-444-5678 になります。

関連コマンド コマンド 説明

show voicemail live-reply Live Reply 機能の設定を表示します。
show voicemail live-reply restriction-table Live Reply 機能に関連付けられている規制テーブルの  

情報を表示します。
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voicemail live-reply enable
Live Reply 機能をシステム レベルで有効にするには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail       
live-reply enable コマンドを使用します。Live Reply 機能を無効にするには、このコマンドの no 形      
式および default 形式を使用します。

voicemail live-reply enable

no voicemail live-reply enable

default voicemail live-reply enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト Live Reply 機能は無効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン Live Reply 機能をシステム レベルで有効にするには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail       
live-reply enable コマンドを使用します。 

例 次の例では、Live Reply 機能が有効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail live-reply enable

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail live-reply Live Reply 機能の設定を表示します。
show voicemail live-reply restriction-table Live Reply 機能に関連付けられている規制テーブルの  

情報を表示します。
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voicemail live-reply network precedence
Live Reply に使用する E.164 番号を派生させる優先順位を指定するには、Cisco Unity Express 設定       
モードで voicemail live-reply network-precedence コマンドを使用します。発信者番号規則をデフォ    
ルトの状態に戻すには、このコマンドの no 形式または default 形式を使用します。

voicemail live-reply network-precedence {phonenumberE164 [calling-number-rule] | 
calling-number-rule}

no voicemail live-reply network-precedence {phonenumberE164 [calling-number-rule] | 
calling-number-rule}

default voicemail live-reply network-precedence 

シンタックスの説明

コマンド デフォルト Live Reply 機能は、VPIM 経由で配信されたボイスメールには使用できません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン Live Reply に使用する E.164 番号を、リモート ユーザの E.164 番号を使用して派生させるか、VPIM       
メッセージまたはボイス カード情報に埋め込まれている E.164 番号を使用して派生させるかという   
優先順位を指定するには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail live-reply network-precedence      
コマンドを使用します。 

デフォルトでは、voicemail live-reply calling-number-rule コマンドで定義された発信者番号規則か   
ら派生された E.164 番号よりも、VPIM メッセージに含まれる送信者の E.164 番号が優先され（E.164     
番号がある場合）、使用されます。VPIM メッセージで E.164 番号が送信されない場合、システムは   
フォールバックし、発信者番号規則からリモート ユーザの番号を派生させます。このデフォルト 
は、voicemail live-reply network-precedence phonenumberE164 calling-number-rule コマンドを使用     
することに対応します。 

phonenumberE164 Live Reply は、リモート ユーザの E.164 情報が含まれ     
る受信 VPIM メッセージだけで続行できます。事実  
上、これによって発信者番号規則が無効になります。

phonenumberE164 calling-number-rule E.164 番号が VPIM メッセージに含まれていない場合   
に、Live Reply は発信者番号規則を使用できます。  
VPIM メッセージにリモート ユーザの E.164 情報が含    
まれている場合は、事実上、これによって発信者番号

規則が無効になります。

calling-number-rule Live Reply は、発信者番号規則を使用して、リモート  
ユーザの E.164 番号を派生させます。発信者番号規則  
を設定するには、voicemail live-reply calling-number- 
rule コマンドを使用します。この設定によって、リ 
モート Cisco Unity Express ノードから VPIM メッセー      
ジで渡された E.164 番号が使用されなくなります  
（E.164 番号がある場合）。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。
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例 次の例では、Live Reply に使用する E.164 番号を発信者番号規則から派生させるように指定してい    
ます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail live-reply network-precedence calling-number-rule

関連コマンド コマンド 説明

show voicemail live-reply Live Reply 機能の設定を表示します。
show voicemail live-reply restriction-table Live Reply 機能に関連付けられている規制テーブルの  

情報を表示します。

voicemail live-reply enable Live Reply 機能をシステム レベルで有効にします。
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voicemail live-reply restriction
規制テーブルを Live Reply 機能に関連付けるには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail       
live-reply restriction コマンドを使用します。関連付けを削除するには、このコマンドの no 形式を    
使用します。

voicemail live-reply restriction table-name

no voicemail live-reply restriction table-name

シンタックスの説明

コマンド デフォルト Live Reply 機能に関連付けられている規制テーブルはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 規制テーブルを Live Reply 機能に関連付けるには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail       
live-reply restriction コマンドを使用します。 

規制テーブルが存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。規制テーブルを作成するに 
は、restriction create コマンドを参照してください。規制テーブルを設定するには、下の「関連コ  
マンド」の項を参照してください。

例 次の例では、live-reply-restriction という規制テーブルがメッセージ通知機能に関連付けられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail live-reply restriction live-reply-restriction

関連コマンド

table-name Live Reply 機能を関連付ける規制テーブル。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

restriction create 規制テーブルを作成します。

restriction delete 規制テーブルを削除します。

show voicemail live-reply Live Reply 機能の設定を表示します。
show voicemail live-reply restriction-table Live Reply 機能に関連付けられている規制テーブルの  

情報を表示します。

restriction dial-string 規制される番号のダイヤル パターンを指定します。
restriction max-digits 規制される番号の最大桁数を指定します。

restriction min-digits 規制される番号の最小桁数を指定します。



V
voicemail mailbox-selection 

509
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス     

OL-14012-01-J

voicemail mailbox-selection
転送された通話のメッセージを保存する宛先ボイスメールボックスを選択するには、Cisco Unity 
Express 設定モードで voicemail mailbox-selection コマンドを使用します。メールボックスをデフォ    
ルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail mailbox-selection {last-redirect | original-called}

no voicemail mailbox-selection

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのメールボックスは LRD です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このパラメータはシステム全体のパラメータで、内線番号ごとに変更することはできません。

このコマンドは、転送された通話に対する応答がなかったときにボイスメール メッセージを受信す 
る宛先メールボックスを指定します。 

たとえば、発信者 A がユーザ B を呼び出し、ユーザ B がこの通話をユーザ C に転送し、ユーザ C         
が通話に応答しなかった場合について考えます。ユーザ B の内線が OCN で、ユーザ C の内線が      
LRD です。OCN を設定した場合、発信者 A のメッセージはユーザ B のメールボックスに保存され      
ます。LRD を設定した場合、発信者 A のメッセージはユーザ C のメールボックスに保存されます。

LRD オプションは、Cisco Unity Express、Cisco Unified CME、および Cisco Unified Communications        
Manager の以前のリリースと下位互換性があります。

Cisco Unified CME プラットフォームの Cisco Unity Express に OCN オプションを設定する場合は、そ         
れに対応して Cisco Unified CME を設定する必要があります。Cisco Unified Communications Manager       
プラットフォームの Cisco Unity Express に OCN を設定する場合は、Cisco Unified Communications        
Manager での追加の設定は必要ありません。

（注） メールボックス選択オプションは、次のシナリオでは機能しません。 

— 2 つの Cisco Unity Express モジュールをネットワーク接続している Cisco Unified CME シ          
ステムで、OCN オプションを選択する。 
— ボイスメール プロファイルが設定されていない 2 つの Cisco Unity Express モジュールを        
ネットワーク接続している Cisco Unified Communications Manager システムで、OCN オプ      
ションを選択する。 

— ボイスメール プロファイルが設定されている 2 つの Cisco Unity Express モジュールを        
ネットワーク接続している Cisco Unified Communications Manager システムで、LRD オプショ      
ンを選択する。

last-redirect リダイレクトされた通話の最終受信者（LRD）の番号のメールボックス。
original-called 元の発信者（OCN）の番号のメールボックス。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが導入されました。
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例 次の例では、転送された通話からのボイスメール メッセージを保存するデフォルトのメールボック 
スとして OCN が設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail mailbox-selection original-called
se-10-0-0-0(config)# end

関連コマンド コマンド 説明

show voicemail 設定されているシステム全体のボイスメール パラメータを表示します。
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voicemail message future delete
後で配信するためにキューイングされているメッセージを削除するには、Cisco Unity Express EXEC   
モードで voicemail message future delete コマンドを使用します。

voicemail message future message-id delete

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトのメッセージ ID はありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン message-id が存在しない場合、または後で配信するようにスケジューリングされているメッセージ 
に message-id が属していない場合、エラー メッセージが表示されます。

例 出力例を次に示します。

se-10-0-0-0# voicemail message future JMX0637L023-NM-FOC08221WRB-731357131983 delete

関連コマンド

message-id スケジューリングされているメッセージのメッセージ ID。スケジューリング 
されているメッセージのメッセージ ID を表示するには、show voicemail   
messages future コマンドを使用します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが、NM-CUE、NM-CUE-EC、および AIM-CUE で導入さ  
れました。

コマンド 説明

show voicemail 後で配信するためにキューイングされているメッセージの番号

を表示します。

show voicemail messages future 後で配信するためにキューイングされているメッセージをすべ

て表示します。
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voicemail non-subscriber restriction
規制テーブルをユーザ以外へのメッセージ配信機能に関連付けるには、Cisco Unity Express 設定   
モードで voicemail non-subscriber restriction コマンドを使用します。関連付けを削除するには、こ    
のコマンドの no 形式を使用します。

voicemail non-subscriber restriction table-name

no voicemail non-subscriber restriction table-name

シンタックスの説明

コマンド デフォルト ユーザ以外へのメッセージ配信機能に関連付けられている規制テーブルはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 規制テーブルをユーザ以外へのメッセージ配信機能に関連付けるには、Cisco Unity Express 設定モー   
ドで voicemail non-subscriber restriction コマンドを使用します。 

規制テーブルが存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。規制テーブルを作成するに 
は、restriction create コマンドを参照してください。規制テーブルを設定するには、「関連コマンド」  
の項を参照してください。

例 次の例では、non-subscriber-restrict という規制テーブルがユーザ以外へのメッセージ配信機能に関連 
付けられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail non-subscriber restriction non-subscriber-restrict

関連コマンド

table-name ユーザ以外へのメッセージ配信機能に関連付ける規制テーブル。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

restriction create 規制テーブルを作成します。

restriction delete 規制テーブルを削除します。

show voicemail non-subscriber 
restriction-table

ユーザ以外へのメッセージ配信機能に関連付けられている規制

テーブルの名前を表示します。

restriction dial-string 規制される番号のダイヤル パターンを指定します。
restriction max-digits 規制される番号の最大桁数を指定します。

restriction min-digits 規制される番号の最小桁数を指定します。
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voicemail notification allow-login
通知通話の発信中に、ユーザがボイスメールにログインできるようにするには、Cisco Unity Express  
設定モードで voicemail notification allow-login コマンドを使用します。通知通話の実行中に、ユー    
ザがボイスメールにアクセスできないようにするには、このコマンドの no 形式または default 形式    
を使用します。

voicemail notification allow-login

no voicemail notification allow-login

default voicemail notification allow-login

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト ボイスメールへのログインは無効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン メッセージ通知機能をシステム全体で有効にした後、voicemail notification allow-login コマンドを   
使用します。

この機能は、電話デバイスでのみ使用できます。

機能が有効になっている場合、システムはユーザに対し、ボイスメールにログインしてメッセージ

を受信するオプションを提供します。 

機能が無効になっている場合、システムは通知プロンプトを 3 回再生してから、通知通話を切断し  
ます。

例 次の例では、通知通話中のボイスメールへのログインが有効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification enable
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification allow-login

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが、NM-CUE、NM-CUE-EC、および AIM-CUE で導入さ  
れました。

コマンド 説明

voicemail notification connect-timeout メッセージ タイムアウトの長さを設定します。
voicemail notification email attach 電子メール メッセージ通知にボイス メッセージを添  

付できるようにします。

voicemail notification enable メッセージ通知機能を有効にします。

voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループへのメッセージ通知を

有効にします。
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voicemail notification preference メッセージ通知プリファレンスのタイプを設定しま

す。

show voicemail notification 通知に関するシステム全体の設定を表示します。

show voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループの通知情報を表示しま

す。

show voicemail notification restriction-table 規制テーブルの設定を表示します。

コマンド 説明
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voicemail notification cascading enable
通知カスケード機能をシステム レベルで有効にするには、Cisco Unity Express 設定モードで    
voicemail notification cascading enable コマンドを使用します。通知カスケード機能を無効にするに    
は、このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail notification cascading enable

no voicemail notification cascading enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド デフォルト 通知カスケード機能は無効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 通知カスケード機能をシステム レベルで有効にするには、Cisco Unity Express 設定モードで    
voicemail notification cascading enable コマンドを使用します。 

例 次の例では、通知カスケード機能が有効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification cascading enable

関連コマンド

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show voicemail msg-notification 
restriction-table

ユーザ以外へのメッセージ配信機能に関連付けられ

ている規制テーブルの情報を表示します。

show voicemail notification メッセージ通知の設定を表示します。

show voicemail notification owner cascade 指定したユーザまたはグループのメッセージ通知設

定の詳細を表示します。
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voicemail notification connect-timeout
システムが通知通話を切断するまでの時間を指定するには、Cisco Unity Express 設定モードで   
voicemail notification connect-timeout コマンドを使用します。接続時間をデフォルトに設定するに   
は、このコマンドの no 形式または default 形式を使用します。

voicemail notification connect-timeout seconds

no voicemail notification connect-timeout

default voicemail notification connect-timeout

シンタックスの説明

デフォルト 接続タイムアウトは 48 秒です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン メッセージ通知機能をシステム全体で有効にした後、このコマンドを使用します。

このコマンドの適用対象は、電話デバイスと数字対応デバイスのみです。

システムは、切断した通話を失敗した通話として扱います。

例 次の例では、接続タイムアウトが 75 秒に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification enable
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification connect-timeout 75

関連コマンド

seconds システムが切断するまでの、通知通話の接続を試行する秒数。有効な値は 12 ～  
96 秒です。デフォルトは 48 秒です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが、NM-CUE、NM-CUE-EC、および AIM-CUE で導入さ  
れました。

コマンド 説明

voicemail notification allow-login メッセージ通知通話での電子メール ログインを設定 
します。

voicemail notification email attach 電子メール メッセージ通知にボイス メッセージを添  
付できるようにします。

voicemail notification enable メッセージ通知機能を有効にします。

voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループへのメッセージ通知を

有効にします。

voicemail notification preference メッセージ通知プリファレンスのタイプを設定しま

す。

show voicemail notification 通知に関するシステム全体の設定を表示します。
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voicemail notification email attach
電子メール通知にボイス メッセージを添付できるようにするには、Cisco Unity Express 設定モード    
で voicemail notification email attach コマンドを使用します。ユーザまたはグループが電子メール通     
知にボイス メッセージを添付できないようにするには、このコマンドの no 形式または default 形式     
を使用します。

voicemail notification email attach

no voicemail notification email attach

default voicemail notification email attach

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト 電子メール添付は無効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン メッセージ通知をシステム全体で有効にした後、このコマンドを使用します。 

管理者は、特定のユーザまたはグループに対するこの設定を、システム全体の設定とは異なる値に

変更できます。

この設定にかかわらず、システムは、通知電子メールにプライベート メッセージを添付しません。

このシステム全体の設定を管理者が有効から無効に変更した場合、すべてのユーザおよびグループ

に対して、この機能は無効になります。 

このシステム全体の設定を管理者が無効から有効に変更した場合、個別に設定されたユーザまたは

グループの設定は変更されません。

例 次の例では、電子メール通知へのボイス メッセージの添付が有効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification email attach

show voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループの通知情報を表示しま

す。

show voicemail notification restriction-table 規制テーブルの設定を表示します。

コマンド 説明

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが、NM-CUE、NM-CUE-EC、および AIM-CUE で導入さ  
れました。
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関連コマンド コマンド 説明

voicemail notification allow-login メッセージ通知通話での電子メール ログインを設定 
します。

voicemail notification connect-timeout メッセージ タイムアウトの長さを設定します。
voicemail notification enable メッセージ通知機能を有効にします。

voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループへのメッセージ通知を

有効にします。

voicemail notification preference メッセージ通知プリファレンスのタイプを設定しま

す。

show voicemail notification 通知に関するシステム全体の設定を表示します。

show voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループの通知情報を表示しま

す。

show voicemail notification restriction-table 規制テーブルの設定を表示します。
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voicemail notification enable
システム全体でメッセージ通知を有効にするには、Cisco Unity Express 設定モードで voicemail    
notification enable コマンドを使用します。システム全体でメッセージ通知を無効にするには、この  
コマンドの no 形式を使用します。

voicemail notification enable

no voicemail notification enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト メッセージ通知は無効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン この機能は、管理者によって最初に有効にされたときに、すべてのユーザおよびグループに対して

有効になるわけではありません。特定のユーザまたはグループがこの機能へのアクセスを必要とす

る場合に、管理者は、これらのユーザまたはグループに対して個別にメッセージ通知を有効にでき

ます。ユーザまたはグループには、それぞれに割り当てられているメールボックスが必要です。

テキスト メッセージのメッセージ通知は、SMTP サーバを使用する必要があります。このコマンド  
を実行したときに SMTP サーバが設定されていない場合、電子メール通知および文字対応デバイス  
への通知が機能しないというメッセージが表示されます。

例 次の例では、メッセージ通知が有効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification enable

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが、NM-CUE、NM-CUE-EC、および AIM-CUE で導入さ  
れました。

コマンド 説明

voicemail notification allow-login メッセージ通知通話での電子メール ログインを設定 
します。

voicemail notification connect-timeout メッセージ タイムアウトの長さを設定します。
voicemail notification email attach 電子メール メッセージ通知にボイス メッセージを添  

付できるようにします。

voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループへのメッセージ通知を

有効にします。

voicemail notification preference メッセージ通知プリファレンスのタイプを設定しま

す。

show voicemail notification 通知に関するシステム全体の設定を表示します。
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voicemail notification owner
特定のユーザまたはグループに対してメッセージ通知を有効にするには、Cisco Unity Express 設定   
モードで voicemail notification owner コマンドを使用します。特定のユーザまたはグループに対し    
てメッセージ通知を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail notification owner user-id enable

no voicemail notification owner user-id 

シンタックスの説明

デフォルト メッセージ通知は無効になっています。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン ユーザまたはグループのメッセージ通知を有効にするには、システム全体でメッセージ通知機能を

有効にした後、このコマンドを使用します。システム全体で機能が有効になっていない場合、エ

ラー メッセージが表示されます。

メッセージ通知を有効にする前に、ユーザまたはグループがシステムに存在していて、ボイスメー

ルボックスを持っている必要があります。ユーザまたはグループが存在しない場合、またはユーザ

またはグループにメールボックスがない場合、エラー メッセージが表示されます。

システム全体で機能が無効になっている場合、すべてのユーザおよびグループで機能が無効になり

ます。ただし、ユーザおよびグループのデバイス設定は削除されません。機能を再び有効にすると、

システムは、ユーザおよびグループの設定をシステム全体で無効にする前と同じ設定に復元しま

す。

メッセージ通知がシステム全体で有効なときに、管理者が新しいユーザまたはグループを追加した

場合、そのユーザまたはグループに対してこの機能は無効です。

show voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループの通知情報を表示しま

す。

show voicemail notification restriction-table 規制テーブルの設定を表示します。

コマンド 説明

user-id メッセージ通知を有効にする既存のユーザまたはグループの ID。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが、NM-CUE、NM-CUE-EC、および AIM-CUE で導入さ  
れました。
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例 次の例では、user3 およびグループ sales に対して、メッセージ通知が有効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification enable
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification owner user3 enable
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification owner sales enable

関連コマンド コマンド 説明

voicemail notification allow-login メッセージ通知通話での電子メール ログインを設定 
します。

voicemail notification connect-timeout メッセージ タイムアウトの長さを設定します。
voicemail notification email attach 電子メール メッセージ通知にボイス メッセージを添  

付できるようにします。

voicemail notification enable メッセージ通知機能を有効にします。

voicemail notification preference メッセージ通知プリファレンスのタイプを設定しま

す。

show voicemail notification 通知に関するシステム全体の設定を表示します。

show voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループの通知情報を表示しま

す。

show voicemail notification restriction-table 規制テーブルの設定を表示します。
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voicemail notification preference
システム全体のメッセージ通知プリファレンスを指定するには、Cisco Unity Express 設定モードで   
voicemail notification preference コマンドを使用します。プリファレンスをシステム全体で urgent に     
設定するには、このコマンドの no 形式または default 形式を使用します。

voicemail notification preference {all | urgent}

no voicemail notification preference

default voicemail notification preference

シンタックスの説明

デフォルト メッセージ通知のプリファレンスは urgent です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン メッセージ通知機能をシステム全体で有効にした後、このコマンドを使用して、システム全体のプ

リファレンスを設定します。 

管理者は、特定のユーザまたはグループのプリファレンスを、システム全体の設定とは異なる値に

設定できます。

管理者がシステム全体のプリファレンスを all から urgent に変更した場合、すべてのユーザおよび    
グループのプリファレンスが urgent に変更されます。 

管理者がシステム全体のプリファレンスを urgent から all に変更した場合、個別に設定されたユー    
ザまたはグループのプリファレンスは変更されません。

例 次の例では、通知プリファレンスが all に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification enable
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification preference all

関連コマンド

all プリファレンスを all に設定して、すべての受信ボイス メッセージに対して   
通知を送信します。

urgent プリファレンスを urgent に設定して、緊急のボイス メッセージに対してのみ   
通知を送信します。urgent がデフォルトのプリファレンスです。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.3 このコマンドが、NM-CUE、NM-CUE-EC、および AIM-CUE で導入さ  
れました。

コマンド 説明

voicemail notification allow-login メッセージ通知通話での電子メール ログインを設定 
します。

voicemail notification connect-timeout メッセージ タイムアウトの長さを設定します。
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voicemail notification email attach 電子メール メッセージ通知にボイス メッセージを添  
付できるようにします。

voicemail notification enable メッセージ通知機能を有効にします。

voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループへのメッセージ通知を

有効にします。

show voicemail notification 通知に関するシステム全体の設定を表示します。

show voicemail notification owner 特定のユーザまたはグループの通知情報を表示しま

す。

show voicemail notification restriction-table 規制テーブルの設定を表示します。

コマンド 説明
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voicemail operator telephone
ボイスメール オペレータとして内線番号を割り当てるには、Cisco Unity Express 設定モードで    
voicemail operator telephone コマンドを使用します。オペレータの内線番号をデフォルト値に設定   
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail operator telephone tel-number

no voicemail operator telephone

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのオペレータの内線番号は 0 です。

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 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。

このオペレータの内線番号は、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。同

じである場合、ボイスメールを使用しているときにオペレータの内線番号をダイヤルしたボイス

メール ユーザは、自動受付メニューに到達し、次に「0」を押すと、オペレータに到達します。

例 次の例では、ボイスメール オペレータとして内線 9000 が割り当てられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail operator telephone 9000

関連コマンド

tel-number ボイスメール オペレータの内線番号。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show voicemail limits ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイスメールボックスおよび 
メッセージに関する制限を表示します。
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voicemail phone-prefix（network location id）
ネットワーク ロケーションのボイスメール電話番号プレフィックスを設定するには、Cisco Unity  
Express ロケーション設定モードで voicemail phone-prefix コマンドを使用します。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。

voicemail phone-prefix number

no voicemail phone-prefix number

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値は空文字列です。

コマンド モード Cisco Unity Express ロケーション設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 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。

例 次の例では、ネットワーク ロケーション 484 にボイスメール電話プレフィックス 345 が割り当てら     
れています。

se-10-0-0-0(config)# network location id 484
se-10-0-0-0(config-location)# voicemail phone-prefix 345
se-10-0-0-0(config-location)# end

関連コマンド

number 電話番号プレフィックスは内線に追加され、そのネットワーク ロケーション 
のユーザのインターネット メッセージ用音声プロファイル（VPIM）アドレ 
スを作成します。有効な値は 1 ～ 15 桁です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show network detail location id 特定のネットワーク ロケーションの詳細を表示します。



V
voicemail recording time

526
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス

OL-14012-01-J

voicemail recording time
メッセージまたはグリーティングの最長録音時間を指定するには、Cisco Unity Express 設定モード   
で voicemail recording time コマンドを使用します。最長録音時間をデフォルト値に設定するには、    
このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail recording time seconds

no voicemail recording time

シンタックスの説明

デフォルト 900 秒

コマンド モード Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、録音される任意のボイスメール メッセージおよびグリーティングの最大長を設定 
します。許容される最大値は、Cisco Unity Express モジュールの容量によって決まります。

例 次の例では、メッセージまたはグリーティングの最大録音時間が 15 分に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail recording time 15

関連コマンド

seconds ボイスメール システムで録音されるメッセージまたはグリーティングの最 
大秒数。有効な値の範囲は 10 ～ 3600 です。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

show voicemail limits ブロードキャスト メッセージを含めて、ボイスメールボックスおよび 
メッセージに関する制限を表示します。
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voicemail spoken-name（network location id）
ボイスメール発信者の音声名をボイスメール メッセージの一部として送信できるようにするには、 
Cisco Unity Express ロケーション設定モードで voicemail spoken-name コマンドを使用します。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。

voicemail spoken-name 

no voicemail spoken-name 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。 

デフォルト このコマンドは有効です。

コマンド モード Cisco Unity Express ロケーション設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 音声名の送信が有効な場合、発信したユーザの録音名が、受信されたメッセージの冒頭で再生され

ます。

例 次の例では、このロケーションで音声名の再生が有効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location id 9
se-10-0-0-0(config-location)# voicemail spoken-name

関連コマンド

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show network detail location id ネットワーク ロケーションの詳細設定を表示します。
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voicemail vcard
ネットワーク ロケーションで vCard 情報を受信できるようにするには、Cisco Unity Express ロケー      
ション設定モードで voicemail vcard コマンドを使用します。vCard 情報の受信を無効にするには、    
このコマンドの no 形式を使用します。

voicemail vcard

no voicemail vcard

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

デフォルト vCard 情報が送信されます。

コマンド モード Cisco Unity Express ロケーション設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン 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、着信インターネット メッセージ用音声プロファイル（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（音声名の設定の詳細については、『Cisco Unity Express 2.3 CLI Administrator Guide』の      
ネットワークの章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。

NM-CUE-EC では最大 100 ユーザ、NM-CUE では 50 ユーザ、AIM-CUE では 20 ユーザが LRU キャッ           
シュに保存されます。

例 次の例では、ネットワーク ロケーション 23 および nyc での vCard 情報の受信が有効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location 23
se-10-0-0-0(config-location)# voicemail vcard
se-10-0-0-0(config-location)# end
se-10-0-0-0(config)# network location nyc
se-10-0-0-0(config-location)# voicemail vcard
se-10-0-0-0(config-location)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

次の例では、ネットワーク ロケーション nyc での vCard 情報の受信が無効になります。

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

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

network location リモート サイトのネットワーク ID を指定します。
show network detail local ローカル システムのネットワーク詳細を表示します。
show network detail location id 特定のロケーションのネットワーク詳細を表示します。
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voicemail vpim-encoding（network location id）
Cisco Unity Express ロケーションから別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するには、Cisco Unity Express ロケーション設定モードで voicemail    
vpim-encoding コマンドを使用します。符号化方式をデフォルト値に設定するには、このコマンド 
の no 形式を使用します。

voicemail vpim-encoding {dynamic | G711ulaw | G726}

no voicemail vpim-encoding 

シンタックスの説明

デフォルト dynamic

コマンド モード Cisco Unity Express ロケーション設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン G711 mu-law は、受信システムが G711 mu-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 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 G711 mu-law をサポートしていない場合に使用します。

例 次の例では、ネットワーク ロケーション 9 のインターネット メッセージ用音声プロファイル    
（VPIM）の符号化が G711 mu-law に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location id 9
se-10-0-0-0(config-location)# voicemail vpim-encoding g711ulaw

関連コマンド

dynamic Cisco Unity Express ロケーションは、リモート 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 G711 mu-law の .wav ファイルとし        
て送信します。 

G726 Cisco Unity Express は、常にメッセージを G726（32K ADPCM）として送信し     
ます。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show network detail location id ネットワーク ロケーションの詳細設定を表示します。
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web skipinitwizard

webapp delete：IVR のみ

webapp deploy：IVR のみ

webapp reload：IVR のみ

webapp start：IVR のみ

webapp stop：IVR のみ

write
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web skipinitwizard
Cisco Unity Express のインストール プロセスの初期化ウィザードを無効にするには、Cisco Unity     
Express EXEC モードで web skipinitwizard コマンドを使用します。

web skipinitwizard

シンタックスの説明 このコマンドには、引数およびキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、初期化ウィザードをオフにします。初期化ウィザードをオンにしたり、初期化

ウィザードに戻ったりするには、Cisco Unity Express モジュールを再イメージ化する必要がありま   
す。

Cisco Unity Express ソフトウェア ファイルをインストールした後、設定プロセスを開始する前に、    
このコマンドを使用します。

初期化ウィザードをオフにすると、設定スクリプトを実行するなど、CLI コマンドだけを使用して 
Cisco Unity Express を設定できます。 

初期化ウィザードで行われる設定タスクについては、『Cisco Unity Express 2.3 GUI Administrator     
Guide』を参照してください。

例 次の例では、初期化ウィザードがオフになります。

se-10-0-0-0# web skipinitwizard
se-10-0-0-0# 

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

2.1 このコマンドが導入されました。
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webapp delete：IVR のみ
Cisco Unity Express モジュールから指定した Web アプリケーションを削除するには、Cisco Unity      
Express IVR 特権 EXEC モードで webapp delete コマンドを使用します。

webapp delete webappname name

シンタックスの説明

コマンド デフォルト Web アプリケーションは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco Unity Express モジュールから Web アプリケーションのすべてのリソースを     
削除します。

例 次の例では、Cisco Unity Express モジュールから Web アプリケーション myapp のすべてのリソース       
が削除されます。

se-10-0-0-0# webapp delete webappname myapp

関連コマンド

webappname name 次のオブジェクトの生成に使用される Web アプリケーションの名前。

 • アプリケーション ファイルの格納先となる Web アプリケーショ   
ン サブディレクトリの名前。

 • この Web アプリケーションにアクセスするための着信 URL と照    
合する URL パス。

名前は 8 文字以下にする必要があります。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show webapp：IVR のみ Cisco Unity Express IVR Web アプリケーションのステータスを表示     
します。



W
webapp deploy：IVR のみ

534
Cisco Unity Express 3.1 コマンド リファレンス

OL-14012-01-J

webapp deploy：IVR のみ
Web アプリケーションをアップロードし、起動するには、Cisco Unity Express IVR 特権 EXEC モー       
ドで、Web アプリケーションに関連付けられた webapp deploy コマンドを使用します。

webapp deploy コマンドは、Web アプリケーション アーカイブ（WAR）ファイルを Cisco Unity Express       
システムにアップロードし、起動します。

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

シンタックスの説明

コマンド デフォルト Web アプリケーションは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco Unity Express IVR 機能を使用して、Cisco Unity Express IVR アプリケーションの静的コンテン        
ツを表す VoiceXML スクリプトや、Cisco Unity Express IVR アプリケーションの動的コンテンツを      
生成する JSP ファイルおよび Java ファイルを導入できます。Cisco Unity Express IVR アプリケーショ        
ンは、WAR ファイル形式でパッケージ化され、VoiceXML、JSP ファイルおよび Java ファイルのコ    
ンパイルされたバージョン、これらのプロパティと設定ファイルが含まれます。

Web アプリケーションを導入する前に、次のコマンドを使用して、Cisco Unity Express システムに    
プロンプトをロードする必要があります。

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

url war-url アプリケーションの名前と、アップロードする WAR ファイルの URL   
を使用して、Web アプリケーションをインストールし、起動します。

webappname name 次のオブジェクトの生成に使用される Web アプリケーションの名前。

 • アプリケーション ファイルの格納先となる Web アプリケーショ   
ン サブディレクトリの名前。

 • この Web アプリケーションにアクセスするための着信 URL と照    
合する URL パス。

名前は 8 文字以下にする必要があります。
allow-network-connect （オプション）指定した Web アプリケーションがネットワーク接続を  

使用できるようにします。

username userid （オプション）必要に応じて、ネットワークへの接続の認証に使用する

ユーザ名。

password password （オプション）必要に応じて、ネットワークへの接続の認証に使用する

パスワード。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。
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最初に、Web アプリケーションで使用するデータベースを設定する必要があります。また、アプリ 
ケーションが使用するファックスまたは電子メールのリソースが設定されている必要があります。

WAR ファイルは、FTP、TFTP、または SFTP でアクセスできるディレクトリに保存されている必   
要があります。

Web アプリケーションを定義した後、アプリケーションの操作をトリガーする 1 つまたは複数のト   
リガーを定義できます。Web アプリケーションの定義の詳細については、『Cisco Unity Express 3.0    
Interactive Voice Response CLI Administrator Guide』を参照してください。

例 次の例では、ネットワーク接続を認証する username オプションおよび password オプションを使用    
して、Web アプリケーション myapp ファイルがアップロードされます。

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

関連コマンド コマンド 説明

show webapp：IVR のみ Cisco Unity Express IVR Web アプリケーションのステータスを表示     
します。
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webapp reload：IVR のみ
指定した Web アプリケーションをリロードするには、Cisco Unity Express IVR 特権 EXEC モードで        
webapp reload コマンドを使用します。

webapp reload webappname name

シンタックスの説明

コマンド デフォルト Web アプリケーションは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、webapp stop コマンドと webapp start コマンドを続けて実行するのと等価で、誤動     
作している Web アプリケーションをリロードし、ステータスを running にするために使用します。

例 次の例では、Web アプリケーション myapp がリロードされます。

se-10-0-0-0# webapp reload webappname myapp

関連コマンド

webappname name 次のオブジェクトの生成に使用される Web アプリケーションの名前。

 • アプリケーション ファイルの格納先となる Web アプリケーショ   
ン サブディレクトリの名前。

 • この Web アプリケーションにアクセスするための着信 URL と照    
合する URL パス。

名前は 8 文字以下にする必要があります。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show webapp：IVR のみ Cisco Unity Express IVR Web アプリケーションのステータスを表示     
します。
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webapp start：IVR のみ
指定した Web アプリケーションを起動するには、Cisco Unity Express IVR 特権 EXEC モードで        
webapp start コマンドを使用します。

webapp start webappname name

シンタックスの説明

コマンド デフォルト Web アプリケーションは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 実際には、webapp deploy コマンドで Web アプリケーションがアップロードされ、起動されるため、    
webapp start コマンドは、Web アプリケーションが停止した後で再起動するときにだけ使用されま   
す。

例 次の例では、Web アプリケーション myapp が起動されます。

se-10-0-0-0# webapp start webappname myapp

関連コマンド

webappname name 次のオブジェクトの生成に使用される Web アプリケーションの名前。

 • アプリケーション ファイルの格納先となる Web アプリケーショ   
ン サブディレクトリの名前。

 • この Web アプリケーションにアクセスするための着信 URL と照    
合する URL パス。

名前は 8 文字以下にする必要があります。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show webapp：IVR のみ Cisco Unity Express IVR Web アプリケーションのステータスを表示     
します。
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webapp stop：IVR のみ
指定した Web アプリケーションを停止するには、Cisco Unity Express IVR 特権 EXEC モードで        
webapp stop コマンドを使用します。

webapp stop webappname name

シンタックスの説明

コマンド デフォルト Web アプリケーションは設定されていません。

コマンド モード Cisco Unity Express IVR 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、Web アプリケーション myapp が停止します。

se-10-0-0-0# webapp stop webappname myapp

関連コマンド

webappname name 次のオブジェクトの生成に使用される Web アプリケーションの名前。

 • アプリケーション ファイルの格納先となる Web アプリケーショ   
ン サブディレクトリの名前。

 • この Web アプリケーションにアクセスするための着信 URL と照    
合する URL パス。

名前は 8 文字以下にする必要があります。

Cisco Unity Express  
バージョン 変更点

3.0 このコマンドが導入されました。

コマンド 説明

show webapp：IVR のみ Cisco Unity Express IVR Web アプリケーションのステータスを表示     
します。
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write
実行コンフィギュレーションの消去、コピー、または表示を行うには、Cisco Unity Express EXEC   
モードで write コマンドを使用します。 

write [erase | memory | terminal]

シンタックスの説明

コマンド モード Cisco Unity Express EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン write コマンドまたは write memory コマンドは、copy running-config startup-config コマンドのショー       
トカットとして使用します。

関連コマンド

erase （オプション）実行コンフィギュレーションを消去します。

memory （オプション）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 
レーションに書き込みます。これがデフォルトです。

terminal （オプション）実行コンフィギュレーションを表示します。

Cisco Unity Express  
リリース 変更点

1.0 このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび    
Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。

1.1 このコマンドが、拡張統合モジュール（AIM）および Cisco Unified  
Communications Manager 3.3(3) で実装されました。

1.1.2 このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルー     
タで実装されました。

コマンド 説明

erase startup-config 現在のスタートアップ コンフィギュレーションを削除します。
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