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はじめに
システム同報リストを使用すると、ユーザはボイスメッセージを Cisco Unity Connectionユーザの
グループに送信または転送できます。たとえば、同じ情報を定期的に受け取る必要があるチーム

の全従業員をシステム同報リストのメンバーにすることができます。

同報リスト（DL）には、ユーザ、ユーザテンプレート、連絡先、連絡先テンプレートを含めた
り、別の同報リストを同報リストのメンバーとして追加したりできます。

3つの部門（販売、マーケティング、管理）からなる組織があるとします。各部門では、個別の
同報リスト（販売 DL、マーケティング DL、管理 DL）を使用しています。さらに、組織レベル
の同報リストとして企業 DLも作成されています。販売 DL、マーケティング DL、管理 DLは、
企業 DLのメンバーです。

販売チームの全メンバーにメッセージを送信するには、権限を持つユーザが販売DLにボイスメッ
セージを転送します。組織の全従業員にメッセージを送信するには、3つすべての同報リストに
メッセージを送信することも、または企業 DLにメッセージを送信することもできます。

デフォルトのシステム同報リスト
UnityConnectionに含まれるデフォルトの同報リストから、独自のシステム同報リストを作成でき
ます。
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Unity Connectionのデフォルトシステム同報リスト

[配信できないメッセージ（Undeliverable Messages）]リストのメン
バーであるユーザは、次のいずれかを受信します。

•見つからない、または削除されたメールボックスを持つ受信者
に対して、外部発信者が残したメッセージ。

•メッセージの元の送信者に配信できない不達確認（NDR）。

デフォルトでは、UndeliverableMessagesMailboxユーザが [配信できな
いメッセージ（UndeliverableMessages）]同報リストの唯一のメンバー
です。メッセージをモニタおよび再ルーティングするために、必要に

応じてリストにユーザを追加してください。

配信できないメッセージ

[すべてのボイスメールユーザ（All Voicemail Users）]リストには、
メールボックスを持つすべてのユーザと、ボイスメールユーザに割

り当てられているユーザテンプレートが自動的に追加されます。削

除されたボイスメールユーザまたはボイスメールユーザテンプレー

トは、このリストから自動的に除去されます。

オペレータやメッセージングシステムなどのデフォルト

ユーザは、このリストのメンバーではありません。

（注）

すべてのボイスメール

ユーザ

デフォルトでは、ボイスメールが有効なすべての連絡先リストにはメ

ンバーがありません。グループ全体のユーザ全員にメッセージを送信

するには、すべてのVPIM連絡先をこのリストのメンバーとして追加
できます。また、VPIM連絡先の作成に使われる連絡先テンプレート
をこのリストに追加することもできます。連絡先テンプレートを追加

すると、今後作成されるVPIM連絡先がこのリストのメンバーとして
自動的に追加されます。

VPIMについては、ネットワーキングの章を参照してくだ
さい。

（注）

ボイスメールが有効なす

べての連絡先

システム同報リストの設定
ここでは、UnityConnectionでのシステム同報リストの作成、システム同報リスト設定の定義、同
報リストの別名の追加について説明します。

また、音声認識機能を使用する場合にも同報リストの別名を指定できます。ユーザは音声コマン

ドを使って表示名を言うことで、電話機でメッセージの宛先として同報リストを指定します。た

とえば、テクニカルサポート部門の同報リスト名が ITであるとします。この場合、別名として
「EyeTea」（アイティー）という発音スペリングを追加します。また、別名として「HelpDesk」
を追加することもできます。
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一括管理ツールを使用して同報リストを管理できます。詳細は、一括管理ツールのセクション

を参照してください。

（注）

DistributionListBuilderツールを使用すると、いくつかの検索条件に基づいて、またはCSVファ
イルからインポートすることで、新規または既存のシステム同報リストに複数のユーザを追加

できます。http://www.ciscounitytools.com/Applications/CxN/PublicDistributionListBuilder/
PublicDistributionListBuilder.htmlから最新バージョンをダウンロードし、トレーニングビデオ
とヘルプを参照してください。

ヒント

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで [同報リスト（Distribution Lists）]を展開し、[システム同報リスト
（System Distribution Lists）]を選択します。
[同報リストの検索（Search Distribution Lists）]ページが表示され、現在設定されている同報リストが示さ
れます。

ステップ 2 システム同報リストを設定します（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）。

•新しい同報リストを追加するには、次の手順を実行します。

[同報リストの検索（Search Distribution Lists）]ページで、[新規追加（Add New）]を選択し
ます。

[同報リストの新規作成（NewDistributionList）]ページで、必要なフィールドに値を入力し、
[保存（Save）]を選択します。

[同報リストの基本設定の編集（EditDistributionList Basics）]ページで、[編集（Edit）] > [ユー
ザの別名（Alternate Name）]を選択します。

[ユーザの別名の編集（Edit AlternateNames）]ページの [表示名（DisplayName）]フィールド
に新しい別名を追加し、[新規追加（Add New）]を選択します。新しいユーザの別名の追加
が終了したら、[保存（Save）]を選択します。

•既存の同報リストを編集するには、次の手順を実行します。

[同報リストの検索（SearchDistributionLists）]ページで、編集する同報リストを選択します。

[同報リストの基本設定の編集（Edit Distribution List Basics）]ページで、必須フィールドに値
を入力し、[保存（Save）]を選択します。

[同報リストの基本設定の編集（EditDistributionList Basics）]ページで、[編集（Edit）] > [ユー
ザの別名（Alternate Name）]を選択します。

[ユーザの別名の編集（EditAlternateNames）]ページで表示名を変更し、[保存（Save）]を選
択します。
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•複数の同報リストを編集するには、次の手順を実行します。

[同報リストの検索（SearchDistributionLists）]ページで、編集する同報リストのチェックボッ
クスをオンにし、[一括編集（Bulk Edit）]を選択します。

[同報リストの基本設定の編集（Edit Distribution List Basics）]ページで、必須フィールドに値
を入力し、[保存（Save）]を選択します。

• 1つ以上の同報リストを削除するには、次の手順を実行します。

[同報リストの検索（SearchDistributionLists）]ページで、削除する同報リストのチェックボッ
クスをオンにし、[選択項目の削除（Delete Selected）]を選択します。

[OK]を選択して削除を確定します。

同報リストメンバーの追加または削除
ユーザ、ユーザテンプレートおよび他の同報リストを同報リストのメンバーとして追加すること

ができます。また、[ボイスメールが有効なすべての連絡先（All Voicemail-Enabled Contacts）]同
報リストに連絡先と連絡先テンプレートを追加することもできます。

ユーザやユーザテンプレートなどのコンポーネントを削除すると、UnityConnectionでは、関連付
けられている同報リストからそれが自動的に削除されます。

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで [同報リスト（Distribution Lists）]を展開し、[システム同報リスト
（System Distribution Lists）]を選択します。
[同報リストの検索（Search Distribution Lists）]ページが表示され、現在設定されている同報リストが示さ
れます。

ステップ 2 [同報リストの検索（SearchDistributionLists）]ページで、同報リストメンバーを追加または削除する同報
リストを選択します。

ステップ 3 [同報リストの基本設定の編集（Edit Distribution List Basics）]ページで、[編集（Edit）] > [同報リストのメ
ンバー（Distribution List Members）]を選択します。

ステップ 4 同報リストのメンバーを追加または削除します（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）。

•同報リストのメンバーを追加するには、次のいずれかを選択します。

◦ユーザの追加（Add User）

◦ユーザテンプレートの追加（Add User Template）

◦同報リストの追加（Add Distribution List）

◦連絡先の追加（Add Contact）（[ボイスメールが有効なすべての連絡先（All
Voicemail-Enabled Contacts）]リストのみ）
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◦連絡先テンプレートの追加（Add Contact Template）（[ボイスメールが有効なすべての
連絡先（All Voicemail-Enabled Contacts）]リストのみ）

•同報リストのメンバーとして追加するコンポーネントのチェックボックスをオンにし、[選択
項目の追加（Add Selected）]を選択します。

• 1つ以上の同報リストメンバーをリストから削除するには、[同報リストのメンバー
（Distribution ListMembers）]ページで、リストから削除するコンポーネントのチェックボッ
クスをオンにして選択し、[選択項目の削除（Remove Selected）]を選択します。

システム同報リストのアクセスリストを有効にするため

の詳細設定の使用
どのユーザに同報リストへのアクセスを許可するかを制御する別の方法として、システム同報リ

ストにメッセージを送信できるユーザを管理するパーティションおよびサーチスペースを作成す

ることもできます。ただし、このサーチスペース手法にはそれほど拡張性がないため、リストの

数が多い場合、サーバ上で作成できるパーティション数とサーチスペース数の上限に達する可能

性があります。代わりの方法として、詳細設定を使用できます。この場合、管理対象となるシス

テム同報リストごとに個別のアクセスリストを設定できます。

システム同報アクセスリストでは、同報リストにメッセージを送信できる特定のユーザを指定し

ます。

エイリアス allvoicemailusersを持つ同報リストのアクセスリストを設定するには、同じエイリア
スとサフィックス（たとえば「allvoicemailusers-accesslist」）を使ってシステム同報アクセスリス
トを有効化し、作成します。エイリアス allvoicemailusers-accesslistを使って 2番目の同報リストが
作成されます。allvoicemailusers同報リストにメッセージを送信する必要のあるユーザまたは連絡
先を、このアクセスリストのメンバーとして追加できます。

システム同報リストのアクセスリストのメンバーとして追加できるのは、UnityConnectionユー
ザのみです。

（注）

システム同報リストのアクセスリストを設定するには、次のタスクを行います。

1 システム同報リストのアクセスリストの有効化と設定, （6ページ）で説明している手順に
従って、アクセスリストを有効化および制御する詳細設定を指定します。デジタルネットワー

キングを使用して複数の Unity Connectionサーバに接続する場合、そのすべてのサーバ上で同
報リストのアクセスリストを有効化して設定する必要があります。

デジタルネットワークでは、アクセスリストを有効にして制御する詳細設定の値が、アクセ

スリストが正しく機能するために、ネットワークのロケーションごとに同じ設定になっている

必要があります。

2 アクセスリストで制御するシステム同報リストごとに、新しいシステム同報リストを作成しま

す。元のリストのエイリアスと、[アクセスリスト用のシステム同報リストのエイリアスサ
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フィックス（System Distribution List Alias Suffix for Access Lists）]フィールドで定義されたサ
フィックスからなるエイリアスを使用します。詳細は、システム同報リストの設定, （2ペー
ジ）のセクションを参照してください。

システム同報リストのアクセスリストの有効化と設定

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 [メッセージング（Messaging）]を選択します。

ステップ 2 [アクセスリストを使用してシステム同報リストに送信できるユーザを制御する（UseAccessLists toControl
Who Can Send to System Distribution Lists）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [アクセスリストのないシステム同報リストへのメッセージ配信を許可する（Allow Delivery of Messages
to System Distribution Lists That Have No Access List）]チェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオフにすると、アクセスリストのないシステム同報リストに送信され

たすべてのメッセージが拒否され、不達確認 (NDR)がメッセージ送信者に送られます。
（注）

ステップ 4 [アクセスリスト用のシステム同報リストのエイリアスサフィックス（System Distribution List Alias Suffix
forAccessLists）]フィールドに、アクセスリストを区別するためのサフィックスを指定し、[保存（Save）]
を選択します。

システム同報リストへのメッセージの送信をユーザが使

用できるようにする
同報リストにメッセージを送信するようにユーザが設定される必要があります。サービスクラス

のデフォルト設定では、ユーザが同報リストにメッセージを送信できます。

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、[サービスクラス（Class of Service）]を展開し、[サービスクラ
ス（Class of Service）]を選択します。
[サービスクラスの検索（Search Class of Service）]ページが表示され、現在設定されているサービスクラ
スが示されます。

ステップ 2 [サービスクラスの検索（Search Class of Service）]ページで、ボイスメールユーザに適用されるサービス
クラスを選択します。

ステップ 3 [サービスクラスの編集（Edit Class of Service）]ページの [メッセージオプション（Message Options）]セ
クションで、[システム同報リストへのメッセージの送信をユーザに許可する（AllowUsers toSendMessages
to System Distribution Lists）]チェックボックスをオンにし、[保存（Save）]を選択します。
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