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詳細システム設定
Cisco Unity Connection Administrationの [詳細設定（Advanced）]メニューでは、管理者がさまざま
な機能とパラメータ（Cisco Unity Connectionでのメッセージングとカンバセーションなど）のシ
ステム全体の設定を管理できます。
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SMPP プロバイダー
SMPPプロバイダーは Unity Connectionユーザに SMSメッセージングを提供し、メッセージ通知
を可能にします。詳細については、「SMSメッセージ通知の設定」（ページ 14-5）を参照してく
ださい。

カンバセーション
UnityConnectionのすべてのユーザに影響を与える、システム規模のカンバセーション設定を行う
ことができます。

すべてのユーザへのカンバセーション設定の適用

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、[システム設定（System Settings）] > [詳細設定（Advanced）]の
順に展開して、[カンバセーション（Conversation）]を選択します。

ステップ 2 必須のカンバセーション設定に値を入力して [保存（Save）]を選択します（各フィールドの詳細について
は、[ヘルプ（Help）] > [このページ（This Page）]を参照）。

カンバセーションの設定

カンバセーションの設定は次のとおりです。

• PIN入力カンバセーション中に有効なユーザ補助の設定：個々のユーザの電話メニューのユー
ザ補助設定値は、ボイスメール PINを入力することによりユーザが認証されるまで有効にな
りません。

•宛先優先リスト：ユーザが名前を言うか、または名前の一部をキー入力して受信者をメッ
セージの宛先に指定しようとすると、一致する名前が複数見つかることがあります。2つの
メカニズムを設定することにより、特定の受信者が優先されるようにすると、検索結果が

ソートされ、大きな重み付けをされた名前が検索結果の最初に表示されます。宛先指定優先

リストへの名前の格納方法、および名前の格納期間をカスタマイズできます。

•宛先指定と録音順序：ユーザが他のユーザまたは配布リストにメッセージを送信または転送
するときに宛先指定や録音が可能になるように、標準カンバセーションをカスタマイズでき

ます。メッセージや音声コメントを録音する前にメッセージの宛先を指定するよう、ユーザ

カンバセーションをカスタマイズできます。この設定変更は、すべてのユーザに対してシス

テム全体で適用されます。ユーザがメッセージに返信する際に宛先指定して録音する順序を

変更することはできません。
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•メッセージがセキュリティ保護としてマークされている場合にユーザにアナウンス：[メッ
セージヘッダーでセキュアステータスをアナウンス（Announce Secure Status in Message
Header）]チェックボックスがオンの場合、セキュアメッセージの再生の前に、それがセキュ
アメッセージであることを通知するプロンプトが Unity Connectionによりユーザに対して再
生されます。

ユーザと外部発信者の両方が残したすべてのメッセージがセキュアと設定されるように Unity
Connectionを設定済みの場合、このチェックボックスをオフにすると、ユーザがメッセージを聞
くたびにセキュアメッセージのプロンプトが再生されることを防止できます。

•メッセージが複数受信者に送信された場合にアナウンスし、メッセージ受信者の一覧を表
示：メッセージが複数受信者に送信された場合に、メッセージ再生前にそのことを Unity
Connectionがユーザにアナウンスするよう、カンバセーションをカスタマイズできます。

また、ユーザに対してメッセージのすべての受信者のリストを再生するようにUnityConnectionを
カスタマイズすることもできます。デフォルトでは、タッチトーンカンバセーションでこの機能

が有効になっていないため、カスタムキーパッドマッピングツールを使ってこれを設定する必

要があります。キーマッピングの設定内容に応じて、メッセージのヘッダー、本文、フッター、

またはメッセージ聞き取り後のプロンプトの再生中にユーザが対応するキーを押すと、メッセー

ジ受信者のリストが再生されます。

•代行内線番号の自動追加：ユーザがプライマリ内線番号または代行内線番号以外の電話番号
からサインインすると、その番号がユーザの発信側 ID（CPID）履歴に追加されます。番号
が代行内線番号として追加されると、ユーザはユーザ ID（プライマリ内線番号）を入力しな
くても、この番号から Unity Connectionにサインインできます。

•コール保留待機時間：コール保留を使用すると、電話が話し中であるときにUnityConnection
は発信元に保留するよう求めることができます。各発信者は、この設定に従ってキュー内に

とどまります。

•返信または全員に返信でメッセージステータスをアナウンス：ユーザがメッセージに返信ま
たは全員に返信する際に、Unity Connectionによりメッセージステータスがユーザにアナウ
ンスされます。デフォルトでは、ユーザがメッセージに返信または全員返信しても、Unity
Connectionはメッセージステータスをアナウンスしません。

•返信または全員に返信による受信者リストのアナウンス：メッセージが複数の受信者や同報
リストに送信される場合、受信者は全員に返信することができます。ユーザがメッセージに

対して全員に返信するとき、その受信者数が [全員に返信警告が再生されない受信者の最大
数（Maximum Number of Recipients Before Reply-all Warning）]フィールドに指定された数値
より少ない場合は、Unity Connectionが受信者リストをアナウンスします。

管理者が [応答中にメッセージステータスをユーザにアナウンスする（Announce Message Status to
User(s) while Replying）]オプションを有効または無効に設定している場合、表 17-1を参照してく
ださい。

メッセージステータスのアナウンス
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Unity Connection の正常な動作応答中にメッセージステータ

スをユーザにアナウンスする

ユーザのアクション

メッセージステータスをアナウンス

しません。

無効メッセージへの返信

メッセージステータスをアナウンス

しません。

無効メッセージへの全員返信

メッセージステータスをアナウンス

します。

有効メッセージへの返信

メッセージステータスをアナウンス

します。

有効メッセージへの全員返信

•返信または全員に返信でのメッセージステータスアナウンス：メッセージが複数の受信者
や同報リストに送信される場合、受信者は全員に返信することができます。ユーザがメッ

セージに対して全員に返信するとき、その受信者数が [全員に返信警告が再生されない受信
者の最大数（Maximum Number of Recipients Before Reply-all Warning）]フィールドに指定さ
れた数値より少ない場合は、Unity Connectionが受信者リストをアナウンスします。

UnityConnection10.0(1)以降では、ユーザがメッセージに返信するとき、受信者名だけを再生しま
す。メッセージの応答が [全員に返信警告が再生されない受信者の最大数（Maximum Number of
Recipients Before Reply-all warning）]に記載された値に関係ありません。

管理者が [応答中にメッセージステータスをユーザにアナウンスする（Announce Message Status to
User(s) while Replying）]オプションを有効または無効に設定している場合、表 17-2を参照してく
ださい。

メッセージステータスのアナウンス

Unity Connection の正常な動作応答中にメッセージス

テータスをユーザにア

ナウンスする

（Announce Message
Status to User(s) while
Replying）

ユーザのアクション

メッセージステータスをアナウンス

しません。

無効メッセージへの返信

メッセージステータスをアナウンス

しません。

無効メッセージへの全員返信

メッセージステータスをアナウンス

します。

[有効（Enabled）]メッセージへの返信
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Unity Connection の正常な動作応答中にメッセージス

テータスをユーザにア

ナウンスする

（Announce Message
Status to User(s) while
Replying）

ユーザのアクション

メッセージステータスをアナウンス

します。

[有効（Enabled）]メッセージへの全員返信

•返信または全員に返信による受信者リストのアナウンス：メッセージが複数の受信者や同報
リストに送信される場合、受信者は全員に返信することができます。UnityConnection 10.0(1)
以降では、ユーザがメッセージに返信するとき、受信者名だけを再生します。メッセージの

応答が [全員に返信警告が再生されない受信者の最大数（MaximumNumber ofRecipientsBefore
Reply-all warning）]に記載された値に関係ありません。

管理者が [応答中に受信者リストをユーザにアナウンスする（Announce Recipients list to User(s)
whileReplying）]オプションを有効または無効に設定している場合、表17-3を参照してください。

メッセージステータスのアナウンス

Unity Connection の正常な動作応答中にメッセージス

テータスをユーザにア

ナウンスする

ユーザのアクション

受信者の名前は再生されません。無効メッセージへの返信

受信者リストは再生されません。無効メッセージへの全員返信

受信者の名前が再生されます。有効メッセージへの返信

受信者リストが再生されます。有効メッセージへの全員返信

•全員に返信で受信者数が最大数を超える場合にユーザに警告：複数受信者や配布リストに
メッセージが送られた場合、受信者はオプションで全員に返信することができます。ユーザ

がメッセージに対して全員返信するとき、その受信者数が [全員に返信警告が再生されない
受信者の最大数（Maximum Number of Recipients Before Reply-all Warning）]フィールドの数
値以上である場合は、Unity Connectionからユーザに警告が出されます。

•発信者情報：メッセージを再生する前に、メッセージを残した各発信者に関する追加情報を
ユーザに提供するように、ユーザカンバセーションをカスタマイズできます。詳細について

は、表 1：Unity Connectionでメッセージ再生前に提供可能な発信者情報を参照してくださ
い。
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表 1：Unity Connection でメッセージ再生前に提供可能な発信者情報

追加の発信者情報が提供される

ときに、Cisco Unity Connection
によって再生される音声

Cisco Unity Connection はデフォ
ルトでこれを再生

メッセージタ

イプ

メッセージを残

した発信者のタ

イプ

メッセージを再生する前の、名

前の録音とプライマリ内線番号

（利用可能な場合）の両方。

ユーザ（またはコールハンド

ラ）に名前の録音が割り当てら

れていない場合、Unity
Connectionは代わりにテキスト/
スピーチを使用して、ユーザ

（またはコールハンドラ）の

表示名を再生します。

ユーザ（またはコールハンド

ラ）の名前の録音。ユーザ

（またはコールハンドラ）に

名前の録音が割り当てられて

いない場合、Unity Connection
はテキスト/スピーチを使用し
て表示名を再生します。ユー

ザに表示名がない場合、Unity
Connectionは代わりにプライ
マリ内線番号を再生します。

ボイス、受信

確認

識別されている

ユーザ（コール

ハンドラを含

む）

メッセージの再生前に、発信者

の電話番号（使用可能な場合）

が再生されます。

メッセージの発信者や発信者

の電話番号を最初に再生せず

に、メッセージが再生されま

す。

音声外部発信者

•未確認発信者に対するライブ返信のためのダイヤルプレフィックス設定：ライブ返信機能が
有効である場合、電話でメッセージを聞いているユーザは、送信者を呼び出すことにより

メッセージに返信できます。識別できない発信者に電話をかけてユーザが応答しようとする

と、UnityConnectionは電話システムで提供された自動番号識別（ANI）ストリングの発信者
番号を、ユーザのサービスクラスに関連付けられている転送規制テーブルでチェックしま

す。

•メッセージの削除：標準カンバセーションをカスタマイズして、削除されたメッセージを
ユーザが管理するときに再生される内容を、次のように変更できます。

デフォルトとは異なる設定として、Unity Connectionが選択プロンプトをユーザに対して再生せ
ず、削除されたボイスメッセージまたは削除されたすべてのメッセージ（ボイス、電子メールの

該当するもの）のうち、事前に指定したタイプのメッセージを完全削除する、という指定も可能

です。どちらかの方法に設定するには、次のいずれかの値を入力して、[複数メッセージ削除モー
ド（Multiple Message Delete Mode）]の設定を変更します。

• 1：削除するメッセージをユーザが選択します。Unity Connectionは、「ボイスメッセージだ
けを消去するには 1、すべてのメッセージを削除するには 2を押します」と促します。（デ
フォルト設定）

• 2：Unity Connectionはユーザに対して削除対象のメッセージを選択するよう要求しません。
代わりに、Unity Connectionは削除済みボイスメッセージをすべて削除します。
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• 3：Unity Connectionはユーザに対して削除対象のメッセージを選択するよう要求しません。
代わりに、UnityConnectionは削除済みメッセージ（該当するボイスメッセージ、開封確認、
電子メールメッセージ）をすべて削除します。

•システムプロンプトの言語：電話言語とは、Unity Connectionがシステムプロンプトをユー
ザおよび発信者に再生するときの言語です。電話言語を設定可能なUnityConnectionコンポー
ネントは、ユーザアカウント、ルーティングルール、コールハンドラ、インタビューハン

ドラ、ディレクトリハンドラです。

•ユーザグリーティングからサインイン：発信者の入力設定では、ユーザがユーザグリーティ
ングを聞いているときに、UnityConnectionにサインインする方法を指定できます。発信者の
入力設定を使用すると、ユーザグリーティングを中断して Unity Connectionにサインインす
るためのキーと、サインイン時の Unity Connectionメッセージの後で再生される内容を指定
できます。

表 2：ユーザグリーティングからUnityConnectionへのサインイン方法の指定に使用可能な発信者
の入力オプションのまとめは、自分のグリーティングまたは別のユーザのグリーティングから

Unity Connectionにサインインする方法を指定する際に使用できるオプションを示しています。

表 2：ユーザグリーティングから Unity Connection へのサインイン方法の指定に使用可能な発信者の入力オプ
ションのまとめ

ベストプラクティス用途説明カンバセーショ

ン

サインインカンバセー

ションの提供を続けま

す。

サインインカンバセー

ションにアクセスする

キーを再割り当てする場

合は、ガイダンスから *
を押してサインインカン

バセーションにアクセス

する方法もあります。

アカウントに関連付けら

れていない電話からユー

ザを呼び出したときに、

識別できない発信者とし

てメッセージが残らない

ようにするには、別の

ユーザのグリーティング

から Unity Connectionに
サインインします。

（Unity Connectionユーザ
は、識別できない発信者

からのメッセージには応

答できません）。

ユーザがユーザグリー

ティングの途中で *を押
したときに、IDとPINの
入力を要求します。

デフォルトでは有効に

なっています。

サインイン

（Sign-In）

システムアドミニストレーションガイド

7

詳細システム設定

カンバセーションの設定



ベストプラクティス用途説明カンバセーショ

ン

簡易サインインは、自分

のグリーティングから簡

単にサインインするユー

ザ、または別のボイス

メッセージングシステム

に慣れているユーザに提

供してください。

[簡易サインイン（Easy
Sign-In）]カンバセーショ
ンには、マップされてい

ないキー 1～ 9を割り当
てると便利です。*、0、
または #キーの使用を検
討している場合は、次の

点を考慮してください。

•引き続き [サインイ
ン（Sign-In）]カン
バセーションも使用

できるように、*
キーは再割り当てし

ないでください。

• #は、グリーティン
グをスキップするた

めのキーとしてすで

に設定されていま

す。また、このキー

は、UnityConnection
カンバセーション全

体で前方にスキップ

するためにユーザが

使用するキーです。

• 0は、発信者をオペ
レータコールハン

ドラに送信するため

のキーとしてすでに

設定されています。

ユーザは、電話からUnity
Connectionにアクセスす
るパイロット番号を覚え

なくても、自分の内線を

ダイヤルして、すぐにサ

インインできます。

簡易サインインカンバ

セーションでは、ユーザ

はサインインプロセス中

に内線を再び入力する必

要がないため、サインイ

ンカンバセーションより

も好まれます。Unity
Connectionは、（ダイヤ
ルされた内線番号ではな

く）発信元内線番号を使

用して、どのメールボッ

クスにユーザがサインイ

ンしようとしているかを

判断します。

ユーザがユーザグリー

ティングの途中でキーを

押したときに、PINの入
力を要求します。

デフォルトでは無効に

なっています（[簡易サイ
ンイン（Easy Sign-In）]
カンバセーションにマッ

プされているキーはあり

ません）。

簡易サインイン

（Easy Sign-In）
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メッセージング
[メッセージング（Messaging）]設定ページでは、メッセージの設定値を管理できます。各フィー
ルドの詳細については、[ヘルプ（Help）] > [このページ（This Page）]を参照してください。メッ
セージングの詳細については、メッセージの章を参照してください。

サイト内ネットワーキング
[サイト内ネットワーキング（Intrasite Networking）]設定ページでは、サイト内ネットワークの設
定を管理できます。詳細については、『Networking Guide for Cisco Unity Connection, Release 12.x』
を参照してください。このガイドは
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/12x/networking/guide/b_12xcucnetx.html
から入手できます。

テレフォニー
テレフォニーの設定を使用すると、UnityConnectionのテレフォニー統合設定を管理できます。各
フィールドの詳細については、[ヘルプ（Help）] > [このページ（This Page）]を参照してくださ
い。

テレフォニー統合については、テレフォニー統合の章を参照してください。

レポート
Unity Connectionでは、システム設定とコール管理コンポーネント（コールハンドラやユーザな
ど）に関する情報を収集するためにレポートが生成されます。UnityConnectionはデータを収集し
て保存するように自動的に設定されているので、そのデータからレポートを生成できます。

Unity Connectionのレポートを管理するには、Cisco Unity Connection Administrationにサインインし
て、[システム設定（SystemSettings）] > [詳細設定（Advanced）]を展開し、[レポート（Reports）]
を選択します（各フィールドの詳細については、[ヘルプ（Help）] > [このページ（This Page）]を
参照）。

使用可能なレポート

Cisco Unity Connection Serviceabilityで、レポートを生成して表示できます。Cisco Unity Connection
Serviceabilityに移動するには、ナビゲーションペインで [Cisco Unity Connection Serviceability]を選
択してから、[移動（Go）]を選択します。

CiscoUnity Connection Serviceabilityでのレポートの生成と表示について詳しくは、『Administration
Guide for Cisco Unity Connection Serviceability』（http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/prod_
maintenance_guides_list.html）を参照してください。
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表 17-6 に、Unity Connectionで使用可能なレポートを記載します。

Unity Connectionで使用可能なレポート

出力の説明レポート名

電話機でUnityConnectionへのサインイン試行に失敗した場合に関する
次の情報が含まれます。

•サインインに失敗したユーザのユーザ名、エイリアス、発信者
ID、内線番号または URI。

•サインインの失敗が発生した日付と時刻。

•ユーザに関するサインイン試行回数の最大数に達したかどうか。

電話インターフェイス

のサインイン失敗

（Phone Interface Failed
Sign-In）

各ユーザに関する次の情報が含まれています。

•姓、名、およびエイリアス。

•ユーザに関連付けられている Unity Connectionまたは Cisco
Unified CMBEサーバを特定する情報。

•課金 ID、サービスクラス、内線番号または URI。

•アカウントがロックされているかどうか。

•ユーザがパーソナル着信転送ルールを有効にしていたかどうか。

ユーザ（Users）

次のトラフィックカテゴリの総数が含まれています。

•音声。

•ファクス。

•メール。

•不達確認（NDR）。

•送信確認。

•開封確認。

•時間別合計。

•日別合計。

メッセージトラフィッ

ク（Message Traffic）
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出力の説明レポート名

ボイスメッセージングポートに関する次の情報が含まれています。

•名前。

•処理されたインバウンドコールの数。

•処理された発信MWIコール数。

•処理された発信 AMISコール数。

•処理された発信通知コール数。

•処理された発信 TRAPコール数。

•処理されたコールの総数。

ポートアクティビティ

（Port Activity）

指定されたメールボックスストアに関する次の情報が含まれています。

•メールデータベース名。

•表示名。

•サーバ名。

•アクセスが可能かどうか。

•メールボックスストアのサイズ。

•最後のエラー。

•ステータス。

•メールデータベースを削除できるかどうか。

メールボックスストア

（Mailbox Store）

Unity Connectionまたは Cisco Unified CMBEサーバ上で設定されたサー
チスペースのリストと、各サーチスペースに割り当てられているパー

ティションの順序付きリストが含まれています。

サーバがデジタルネットワークに含まれている場合は、ネットワーク

上のその他のすべての Unity Connectionロケーションにあるサーチス
ペースとそれに関連付けられたパーティションメンバーシップもリス

トされます。

ダイヤルプラン（Dial
Plan）

Unity Connectionディレクトリ内に設定されている指定されたパーティ
ション内のすべてのユーザとその内線番号または URIのリストが含ま
れています。パーティションが指定されていない場合は、レポートに

ディレクトリ内に設定されているすべてのパーティションのすべての

ユーザとその内線番号がリストされます。

ダイヤル検索範囲（Dial
Search Scope）
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出力の説明レポート名

ユーザごとの電話機によるサインイン、MWIアクティビティ、電話機
へのメッセージ通知についての次の情報が含まれます。

•名前、内線番号、およびサービスクラス。

•各アクティビティの日付と時刻。

•各アクティビティのソース。

•完了した処理（たとえば、サインイン、MWIオン/オフ、電話発
信）。

•ダイヤルアウト番号と結果（電話機に対するメッセージ通知の場
合にのみ適用可能）。

•サインイン時のユーザへの新しいメッセージの数。

ユーザの電話のサイン

インおよびMWI（User
Phone Sign-In andMWI）

送受信されたメッセージに関するユーザごとの次の情報が含まれてい

ます。

•名前、内線番号、およびサービスクラス。

•各メッセージの日付と時刻。

•メッセージのタイプ。

•完了したアクション（新規メッセージの受信、メッセージの保存
など）。

•メッセージ送信者に関する情報。

ユーザメッセージアク

ティビティ（User
Message Activity）

同報リストの次の情報が含まれています。

•リストの名前と表示名。

•リストが作成された日付と時刻。（日付と時刻はグリニッジ標準
時で指定されます）。

•リストに登録されたユーザ数のカウント。

• [リストメンバーを含む（Include List Members）]チェックボック
スがオンになっている場合は、リストのメンバーになっているユー

ザごとのエイリアスのリスト。

同報リスト（Distribution
Lists）
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出力の説明レポート名

ユーザのエイリアス、ユーザがサインインに失敗した回数、クレデン

シャルタイプ（結果「4」は Unity Connectionカンバセーションからの
サインイン試行の結果を示し、結果「3」はWebアプリケーションか
らのサインイン試行を示す）、およびアカウントがロックされた日付

と時刻が含まれます。

（日付と時刻はグリニッジ標準時で指定されます）。

ユーザロックアウト

（User Lockout）

ユーザのエイリアス、表示名、ユーザアカウントが作成された日付と

時刻、およびユーザアカウントが作成された日付と時刻が含まれます。

（日付と時刻はグリニッジ標準時で指定されます）。

未使用ボイスメールア

カウント（UnusedVoice
Mail Accounts）

各コールに関する次の情報が含まれています。

•ユーザの名前、内線番号、および課金 ID。

•コールが発生した日付と時刻。

•ダイヤルされた電話番号。

•転送の結果（接続、無応答（RNA）、通話中、または不明）。

転送コール課金

（Transfer Call Billing）

日付別および電話をかけたユーザの内線番号別に整理された次の情報

が含まれます。

•名前、内線番号、および課金 ID。

•コールが発生した日付と時刻。

•呼び出された電話番号。

•コールの結果（接続、無応答（RNA）、通話中、または不明）。

•コールの長さ（秒単位）。

発信課金詳細（Outcall
Billing Detail）

日付ごとに、発信したユーザの名前、内線番号または URI、および課
金 IDに従って編成されます。1日 24時間分のリストに、1時間ごとの
発信時間が秒数で示されます。

発信課金要約（Outcall
Billing Summary）

システムアドミニストレーションガイド
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出力の説明レポート名

各コールハンドラに関する次の情報が含まれます。

•コールの総数。

•電話機のキーパッドの各キーが押された回数。

•内線番号。

•無効な内線番号。

•グリーティング処理の回数。

•発信者が電話を切った回数。

コールハンドラトラ

フィック（Call Handler
Traffic）

Unity Connectionシステム設定のすべての側面に関する詳細情報が含ま
れています。

システム設定（System
Configuration）

特定の期間中の特定のユーザに関する、文字変換されたメッセージ、

失敗した文字変換、および切り捨てられた文字変換の総数が含まれて

います。レポートがすべてのユーザに対して実行された場合、出力は

ユーザごとに分割されます。

ユーザ別 SpeechViewア
クティビティレポート

（SpeechView Activity
Report By User）

特定の期間中のシステム全体に関する、文字変換されたメッセージ、

失敗した文字変換、および切り捨てられた文字変換の総数が含まれて

います。メッセージが複数の受信者に送信された場合でも、そのメッ

セージは 1回しか文字変換されないため、文字変換アクティビティは
1回だけカウントされます。

SpeechViewアクティビ
ティ要約レポート

（SpeechView Activity
Summary Report）

Connection の管理
Connection Administrationは、次の管理設定を変更します。

•データベースプロキシ

•ボイスメールWebサービス

• Cisco Unified Mobile Advantage

•セッションのタイムアウト

•表示スケジュール

•ユーザ非アクティブタイムアウト

システムアドミニストレーションガイド
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Cisco Unity Connection Administration を使用した管理設定の編集

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、[システム設定（System Settings）] > [詳細設定（Advanced）]の
順に展開して、[Connection管理（Connection Administration）]を選択します。

ステップ 2 [Connection管理（Connection Administration）]ページで該当する設定を入力し、[保存（Save）]を選択し
ます。（各フィールドの詳細については、[ヘルプ（Help）] > [このページ（This Page）]を参照）。

TRAP
TRAPは、セッションタイムアウトと発信に関する電話録音および再生の設定を変更します。

電話の録音再生設定の編集

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、[システム設定（System Settings）] > [詳細設定（Advanced）]の
順に展開して、[TRAP]を選択します。

ステップ 2 [TRAPの設定（TRAP Configuration）]ページで該当する設定を入力し、[保存（Save）]を選択します。
（各フィールドの詳細については、[ヘルプ（Help）] > [このページ（This Page）]を参照）。

ディスク容量
データベース内のメッセージとメッセージカウントに関する情報が、ファイルとして Unity
Connectionサーバ上に保管されます。Unity Connectionユーザの数、受信するメッセージの数と期
間、およびメッセージエージングポリシーやクォータに関して指定する設定によっては、メッ

セージおよびグリーティングを保管するハードディスクがいっぱいになることがあります。ハー

ドディスクがいっぱいになると、UnityConnectionが機能を停止します。ハードディスクの最大容
量に近づくに従い、予測しない動作が発生することもあります。

ディスク容量のページに、メッセージとグリーティングを保管できるハードディスクの最大容量

が記載されています。ディスク容量は、Cisco Unity Connection Administrationの [システム設定
（SystemSettings）] > [詳細設定（Advanced）] > [DiskCapacity（ディスク容量）]で管理できます。
詳細については、[ヘルプ（Help）] > [このページ（This Page）]を参照してください。

指定されたパーセンテージの制限までハードディスクがいっぱいになると、ユーザも外部発信者

もボイスメッセージを残せなくなります。この場合、UnityConnectionのログにエラーも記録され
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ます。これらのログを Real-Time Monitoring Toolの [ツール（Tools）] > [SysLogビューア（SysLog
Viewer）]ページで表示できます。

ハードディスクが指定の制限を超えても、ブロードキャストメッセージを送信することはで

きます。

（注）

ディスク容量の設定を変更した場合は、Cisco Unity Connection Serviceabilityで Unity Connection
メッセージ転送エージェントサービスを再起動する必要があります。

ハードディスクの使用済み容量が指定の制限値を超えた場合は、不要なボイスメッセージをすぐ

に削除するようユーザに指示してください。さらに、再発を防ぐために、メッセージエージング

ポリシーおよびクォータを再評価することもできます。詳細については、第メッセージストレー

ジ章の「メールボックスのサイズの制御」の項を参照してください。

PCA
Cisco Personal Communications Assistant（PCA）により、Cisco Personal Communications Assistant
Inboxおよびセッションタイムアウトの設定が変更されます。詳細については、『UserWorkstation
Setup Guide for Cisco Unity Connection, Release 12.x』の「Setting Up Access to the Cisco Personal
CommunicationsAssistant」の章を参照してください。このガイドは https://www.cisco.com/c/en/us/td/
docs/voice_ip_comm/connection/12x/user_setup/guide/b_12xcucuwsx.htmlから入手できます。

Cisco PCA 受信トレイの設定の編集

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、[システム設定（System Settings）] > [詳細設定（Advanced）]の
順に展開して、[PCA]を選択します。

ステップ 2 [PCAの設定（PCA Configuration）]ページで該当する設定を入力し、[保存（Save）]を選択します。（各
フィールドの詳細については、[ヘルプ（Help）] > [このページ（This Page）]を参照）。

RSS
Really Simple Syndication（RSS）は、ボイスメッセージングへのアクセスを可能にするWebアプ
リケーションです。RSS設定により、非セキュア RSS接続が有効になります。

デフォルトで、Unity Connectionは、SSLを使用する RSSフィードへのセキュアな接続だけをサ
ポートします。Apple iTunesなど、一部の RSSリーダは、セキュア接続をサポートしません。

セキュア接続をサポートしないRSSリーダを使用できるようにするには、セキュアでないRSS接
続の有効化を参照してください。
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セキュアでない RSS 接続の有効化

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、[システム設定（System Settings）] > [詳細設定（Advanced）]の
順に展開して、[RSS]を選択します。

ステップ 2 [RSS設定（RSS Configuration）]ページで [セキュアでない RSS接続を許可する（Allow Insecure RSS
Connections）]チェックボックスをオンにし、[保存（Save）]を選択します（各フィールドの詳細につい
ては、[ヘルプ（Help）] > [このページ（This Page）]を参照）。

ボイスメッセージを表示するための RSS リーダの設定
ユーザは、ボイスメッセージを表示するように、RSSリーダを設定できます。いくつかの重要な
考慮事項を次に示します。

• RSSリーダでは、次の URLを使用します。

– https://<Unity Connection server name>/cisco-unity-rss/rss.do

サーバ名として、Unity Connectionサーバのホスト名、IPv4アドレス、または IPv6アドレスが可
能です。

•ユーザが RSSフィードに接続するときに、次の情報の入力を求められます。

◦ユーザ名：ユーザエイリアスを入力します。

◦パスワード：ユーザの Cisco PCAパスワード（Webアプリケーションパスワードとも
呼ばれる）を入力します。

RSS フィードの制限と動作上の注意
• RSSフィードに表示されるのは、最新の 20件の未読メッセージだけです。

•メッセージがセキュアまたはプライベートの場合、実際のメッセージの代わりに、デコイ
メッセージが再生されます。デコイメッセージは、メッセージがセキュアまたはプライベー

トであることを示し、電話でコールしてメッセージを取得する必要があることを示します。

•ブロードキャストメッセージは、RSSフィードに含まれません。

•メッセージの削除はできません。メッセージに既読のマークを付けることだけができます。

•メッセージに既読のマークを付けると、RSSフィードから削除されます。

•現時点でサポートされる言語は、米国英語だけです。

システムアドミニストレーションガイド
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•ディスパッチメッセージの受け入れ、拒否、延期はできません。ディスパッチメッセージ
には既読のマークを付けることができません。ディスパッチメッセージは、別のインター

フェイスで処理するか、別の受信者が受け入れるまで、RSSフィードに残ります。

•一部のRSSリーダでは、メッセージの説明にハイパーリンクを含めることができません。こ
れらのリーダでは、メッセージに既読のマークを付けるオプションが提供されません。

•複数のパートで構成されるメッセージ（コメント付きで転送されたメッセージなど）の場
合、メッセージのすべてのパートは再生できません。最初のパート（コメントなど）だけが

再生され、件名行によって、他の添付があることが示されます。残りのメッセージパート

は、電話でコールして取得する必要があります。

クラスタの設定
クラスタ構成設定ページでは、いずれか 1つのサーバが機能していない場合、メンテナンスウィ
ンドウシナリオ中にクラスタを管理することができます。詳細については、「ConfiguringCiscoUnity
Connection Cluster」（『Install, Upgrade, and Maintenance Guide for Cisco Unity Connection, Release
12.x』、

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/12x/install_upgrade/guide/b_12xcuciumg.html）
を参照してください。

ファクス
[ファクス設定（Fax Settings）]ページでは、ファクス送信の成功/失敗を示す件名プレフィックス
とファクスのファイルタイプを管理できます。詳細については、ファクスサーバの章を参照して

ください。

ユニファイドメッセージングサービス
ユニファイドメッセージングサービスの設定は、ユニファイドメッセージング機能でサポート

されるカレンダーと連絡先の統合設定を定義します。詳細は、ユニファイドメッセージングのセ

クションを参照してください。

API 設定
アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）には、プロビジョニング、メッセー
ジング、および Unity Connectionへのテレフォニーアクセスの機能があります。これは、Cisco
Unity Connection Messaging Interface（CUMI）APIの設定を有効または無効にするために使用され
ます。詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/12x/design/
guide/b_12xcucdg.htmlで入手可能な『DesignGuide for CiscoUnity Connection, Release 12.x』の「Cisco
Unity Connection Overview」の章を参照してください。
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/12x/design/guide/b_12xcucdg.html


CUMI API 設定の有効化と無効化

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、[システム設定（System Settings）] > [詳細設定（Advanced）]の
順に展開して、[API設定（API Settings）]を選択します。

ステップ 2 [APIの設定（API Configuration）]ページで該当する設定を入力し、[保存（Save）]を選択します。（各
フィールドの詳細については、[ヘルプ（Help）] > [このページ（This Page）]を参照）。
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