
通知

• はじめに, 1 ページ

• デフォルトの通知デバイス, 2 ページ

• 通知デバイスの設定, 3 ページ

• カスケードメッセージ通知, 4 ページ

• メッセージ通知のチェーン, 5 ページ

• SMTPメッセージ通知の設定, 7 ページ

• SMSメッセージ通知の設定, 8 ページ

• HTMLメッセージ通知の設定, 10 ページ

• HTMLベースのメッセージ通知の設定, 19 ページ

• 通知件名行の形式, 22 ページ

はじめに
Cisco Unity Connectionでは、ユーザのメールボックスにメッセージが届くと、即時に着信ボイス
メッセージと電子メールについてユーザに通知されます。

ユーザが受信する通知のタイプには、以下が含まれます。

•ユーザがポケットベルで受信する、テキスト通知によるメッセージアラート。

•ユーザが設定した電話機で受信する、新しいメッセージの着信を通知するコール。

•ユーザがワイヤレスデバイスで受信する、SMPPを使って SMSメッセージ形式で送信され
るメッセージおよびカレンダーの通知。

•ユーザがプレーンテキストまたは HTML電子メールとして受信するメッセージおよび不在
着信の通知。

•ユーザがHTML電子メールとして受信する、最新ボイスメールのサマリおよびスケジュール
されたサマリ。
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イベントの通知は、さまざまな通知デバイスを介してエンドユーザに配信されます。管理者は

Cisco Unity Connection Administrationを使用して、個々のユーザまたは複数のユーザの通知デバイ
スを有効/無効にすることができます。さらにユーザは、Cisco Personal Communications Assistantの
Messaging Assistant機能を使用して、特定の通知デバイスの設定をオーバーライドできます。

デフォルトの通知デバイス
UnityConnectionには一連のデフォルト通知デバイスが付属しており、必要に応じてこれらを設定
できます。

デフォルトの通知デバイスは次のとおりです。

•ポケットベル：ユーザはボイスメッセージのアラートをテキスト通知として受信できます。

•勤務先の電話：ユーザはボイスメッセージのアラートを勤務先の電話で発信コールとして受
信できます。

•自宅の電話：ユーザはボイスメッセージのアラートを自宅の電話で発信コールとして受信で
きます。

•携帯電話：ユーザはボイスメッセージのアラートを携帯電話で発信コールとして受信できま
す。

• SMTP：ユーザはボイスメッセージのアラートを電子メール通知として受信できます。

• HTML：ユーザはボイスメッセージのアラートを HTML電子メール通知として受信できま
す。

• HTML不在着信：ユーザは不在着信のアラートを HTML電子メール通知として受信できま
す。

• HTMLスケジュールされたサマリ：ユーザは最新のボイスメッセージのサマリを、設定した
時刻に HTML電子メール通知として受信できます。

通知デバイスを変更または有効化することはできますが、削除することはできません。管理者は

他の通知デバイスを追加、編集、削除できますが、ユーザは通知デバイスの編集のみを行うこと

ができます。

「Default_Missed_Call」テンプレートが使用される場合、HTMLデバイスの [通知メッセージ
の対象（Notify Me Of）]セクションで、不在着信イベントタイプのチェックボックスがあら
かじめオンにされます。同様に、HTMLデバイスで「Default_Scheduled_Summary」テンプレー
トが使用される場合、すべてのイベントタイプのチェックボックスがオフにされます。

（注）
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通知デバイスの設定
ユーザアカウントまたはユーザテンプレートごとのメッセージ通知設定を使用すると、Unity
Connectionからユーザに新しいメッセージを通知する方法とタイミングを制御できます。ユーザ
アカウントとユーザテンプレートには、自宅の電話、携帯電話、職場の電話、および 1台のポ
ケットベル用の通知デバイスが含まれています。また、ユーザはMessagingAssistantを使用して、
メッセージ通知を受信するように電話機とポケットベルをセットアップすることもできます。

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、編集対象のユーザアカウントを検索します。
ステップ 2 ユーザアカウントの [ユーザの基本設定の検索（Search User Basics）]ページで、編集するユーザアカウ

ントを選択します。

ステップ 3 [ユーザの基本設定の編集（Edit User Basics）]ページで、[編集（Edit）]メニューの [通知デバイス
（Notification Devices）]を選択します。

ステップ 4 通知デバイス（電話、ポケットベル、SMTP、HTML、SMS）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）。

•通知デバイスを追加するには、次の手順を実行します。

1 [ユーザの基本設定の編集（EditUserBasics）]ページで、[編集（Edit）]> [通知デバイス（Notification
Devices）]と選択します。

2 [通知デバイス（Notification Devices）]ページで、[新規追加（Add New）]を選択します。

3 [通知デバイスの新規作成（New Notification Device）]ページで、選択した通知デバイスに応じて
該当するフィールドに情報を入力し、[保存（Save）]を選択します。

•通知デバイスを編集するには、次の手順を実行します。

1 [ユーザの基本設定の編集（EditUserBasics）]ページで、[編集（Edit）]> [通知デバイス（Notification
Devices）]と選択します。

2 [通知デバイス（Notification Device）]ページで、編集する通知デバイスを選択します。

3 [通知デバイスの編集（Edit Notification Device）]ページで、必要な設定を編集し、保存します。

複数ユーザの通知デバイスを編集するには、[ユーザの検索（Search Users）]ページで該当
するユーザ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。
また、[一括編集タスクスケジュール（Bulk Edit Task Scheduling）]を使用して今後の期間
の一括編集をスケジュールし、[送信（Submit）]を選択することもできます。

（注）

• 1つ以上の通知デバイスを削除するには、次の手順を実行します。

1 [ユーザの基本設定の編集（EditUserBasics）]ページで、[編集（Edit）]> [通知デバイス（Notification
Devices）]と選択します。

2 [通知デバイス（Notification Device）]ページで、削除する通知デバイスを選択します。
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3 [選択項目の削除（Delete Selected）]を選択し、[OK]を選択して削除を確定します。

同様に、特定のユーザテンプレートに関連付けられている通知デバイスを設定できま

す。

（注）

カスケードメッセージ通知
カスケードメッセージ通知を使用すれば、幅広い受信者に通知を送信できます。UnityConnection
は、メッセージが保存されるまで、または受信者によって削除されるまで、通知を送信し続けま

す。

たとえば、テクニカルサポート担当者向けのカスケードメッセージ通知を作成する場合は、最初

のメッセージ通知がすぐに現場のテクニカルサポート担当者のポケットベルに送信されるように

設定します。最初の通知をトリガーしたメッセージが15分経過しても保存または削除されない場
合は、次の通知を部門マネージャのポケットベルに送信できます。3番目の通知は、メッセージ
が30分以上経過しても保存または削除されなかった場合に問題解決グループ内の従業員を呼び出
すようにセットアップすることができます。

ユーザがカスケードの一部として通知を受信した場合、その通知でユーザは、カスケードで監

視されているメールボックスにサインインするよう求められます。

（注）

カスケードメッセージ通知の代用として、ディスパッチメッセージを使用できます。詳細につい

ては、11-3ページの「ディスパッチメッセージ」のセクションを参照してください。

メッセージ通知をカスケードするためのタスク一覧

手順の概要

1. 通知チェーンの最初の受信者について、次の方法で通知デバイスを設定する必要があります。
2. 受信者リストの最後に到達するまで、通知チェーンの他の受信者ごとにステップメッセージ通
知をカスケードするためのタスク一覧を繰り返し、デバイスをセットアップします。
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

通知チェーンの最初の受信者につい

て、次の方法で通知デバイスを設定

する必要があります。

ステッ

プ 1   
1 ユーザアカウントまたはユーザテンプレートを見つけて、チェー

ン通知を設定します。

2 ユーザまたはテンプレートの [通知デバイス（NotificationDevices）]
ページで、[通知の失敗時（On Notification Failure）]の [送信先
（Send To）]を選択し、デバイスへの通知が失敗した場合にUnity
Connectionから次に通知するデバイスを選択します。

3 [通知デバイスの編集（Edit Notification devices）]ページの [送信先
（Send To）]に指定したデバイスを選択します。
すべての [通知規則のイベント（Notification Rule Events）]チェッ
クボックスをオフにします。通知イベントを有効にした場合は、

このデバイスに対するメッセージ通知が即座に開始され、1つ前
のデバイスの通知の失敗は待機されません。通知はチェーンにな

らず、すべて同時に発生します。

このデバイスへの通知が失敗したときに3番目のデバイスにチェー
ンする場合は、[送信先（Send To）]を選択して、このデバイスへ
の通知が失敗したときにUnityConnectionから次に通知するデバイ
スを選択します。それ以外の場合は、[なにもしない（DoNothing）]
を選択します。

受信者リストの最後に到達するまで、

通知チェーンの他の受信者ごとにス

ステッ

プ 2   
テップメッセージ通知をカスケード

するためのタスク一覧を繰り返し、

デバイスをセットアップします。

メッセージ通知のチェーン
最初に選択されたデバイスに通知を送信できなかった場合には、一連の通知デバイスを「チェー

ン接続」するようにメッセージ通知を設定できます。通知デバイスが応答しないか話し中のとき、

さまざまなオプションを使ってそのデバイスに到達しようと再試行しても失敗した場合には、「失

敗」が発生します

チェーンの最後のデバイスである場合を除き、メッセージ通知のチェーン接続用にSMTPデバ
イスを設定しないでください。Unity Connectionでは、SMTPデバイスに関する通知エラーが
検出されません。

（注）
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メッセージ通知をチェーンするためのタスク一覧

手順の概要

1. 通知チェーンの最初の受信者は、次の方法で通知デバイスを設定する必要があります。
2. 受信者リストの最後に到達するまで、通知チェーンの他の受信者ごとにステップメッセージ通
知をチェーンするためのタスク一覧を繰り返し、デバイスをセットアップします。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

通知チェーンの最初の受信者は、次

の方法で通知デバイスを設定する必

要があります。

ステッ

プ 1   
1 ユーザアカウントまたはユーザテンプレートを見つけて、チェー

ン通知を設定します。

2 ユーザまたはテンプレートの [通知デバイス（NotificationDevices）]
ページで、[通知の失敗時（On Notification Failure）]の [送信先
（Send To）]を選択し、デバイスへの通知が失敗した場合に Unity
Connectionから次に通知するデバイスを選択します。

3 [通知デバイスの編集（Edit Notification devices）]ページの [送信先
（Send To）]に指定したデバイスを選択します。
すべての [通知規則のイベント（Notification Rule Events）]チェッ
クボックスをオフにします。通知イベントを有効にした場合は、

このデバイスに対するメッセージ通知が即座に開始され、1つ前の
デバイスの通知の失敗は待機されません。通知はチェーンになら

ず、すべて同時に発生します。

このデバイスへの通知が失敗したときに3番目のデバイスにチェー
ンする場合は、[送信先（Send To）]を選択して、このデバイスへ
の通知が失敗したときにUnity Connectionから次に通知するデバイ
スを選択します。それ以外の場合は、[なにもしない（DoNothing）]
を選択します。

受信者リストの最後に到達するま

で、通知チェーンの他の受信者ごと

ステッ

プ 2   
にステップメッセージ通知をチェー

ンするためのタスク一覧を繰り返

し、デバイスをセットアップしま

す。
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SMTP メッセージ通知の設定
Cisco Unity Connectionは、電話機またはポケットベルを呼び出すことにより、新しいメッセージ
が到着したことをユーザに通知できます。また、SMTPを使用して、テキスト対応ポケットベル
およびテキスト対応の携帯電話に、メッセージや予定表イベントの着信通知をテキストメッセー

ジ形式で送信するよう、Unity Connectionを設定することもできます。

ユーザは新しいメッセージの通知を電子メールで受け取ることができます。Unity Connection
でサポートしている通知電子メールのタイプには、プレーンテキスト（SMTP通知デバイスを
使用する場合）と HTML（HTML通知デバイスを使用する場合）の 2つがあります。HTML
通知は、新しいボイスメールにのみ使用できます。他のタイプのメッセージには、プレーン

テキストSMTP通知を使用する必要があります。セキュリティを強化するには、どちらのタイ
プのデバイスも SMTPスマートホストに接続される必要があります。

（注）

SMTP 通知の有効化

ステップ 1 Unity Connectionサーバからのメッセージを受信するように SMTPスマートホストを設定します。使用中
の SMTPサーバアプリケーションのマニュアルを参照してください。

ステップ 2 UnityConnectionサーバを設定します。「メッセージをスマートホストにリレーするためのUnityConnection
サーバの設定」を参照してください。

ステップ 3 Unity Connectionユーザアカウントまたはユーザテンプレートを設定します。通知デバイスの設定を参照
してください。

メッセージをスマートホストにリレーするための Unity Connection サー
バの設定

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、[システム設定（System Settings）] > [SMTPの設定（SMTP
Configuration）]を展開し、[スマートホスト（Smart Host）]を選択します。

ステップ 2 [スマートホスト（Smart Host）]ページの [スマートホスト（Smart Host）]フィールドに、SMTPスマー
トホストサーバの IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名（たとえば https://<サーバのドメイン名
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>.cisco.com）を入力します。（サーバの完全修飾ドメイン名は、DNSが設定されている場合のみ入力しま
す）。

ステップ 3 [保存（Save）]を選択します。
次の作業

メッセージ通知で SMTPスマートホストを使用できるように Unity Connectionサーバが適切に
設定されていない場合、Unity Connection SMTPサーバ不正メールフォルダに SMTP通知メッ
セージが配置されます。

（注）

SMS メッセージ通知の設定
無線通信事業者やモバイルメッセージングサービスプロバイダーが提供するサービスと情報を

使用して、Unity Connectionでは、ユーザが新しいメッセージを受け取ったときに Short Message
Peer-to-Peer（SMPP）プロトコルを使用して携帯電話やその他の SMS対応デバイスにショート
メッセージサービス（SMS）形式のメッセージ通知を送信できます。

SMTPメッセージ通知の優位性

SMSを使用する利点は、SMTPを使用した場合に比べて、多くの場合にユーザのデバイスでメッ
セージの到着通知をはるかに高速に受信できることです。各SMS通知メッセージがその前のメッ
セージを置き換えるように Unity Connectionを設定できます。この機能は、一部のモバイルサー
ビスプロバイダーではサポートされていない場合があります。

SMSメッセージの長さの制限

SMSメッセージで許容されるメッセージ長は、サービスプロバイダー、メッセージテキストの
作成に使用される文字セット、およびメッセージテキストに使用される特定の文字に応じて異な

ります。

使用できる文字セットは次のとおりです。

•デフォルトのアルファベット（GSM 3.38）、7ビット文字

• IA5/ASCII、7ビット文字

•ラテン 1（ISO-8859-1）、8ビット文字

•日本語（JIS）、マルチバイト文字

•キリル文字（ISO-8859-5）、8ビット文字

•ラテン/ヘブライ語（ISO-8859-8）、8ビット文字

• Unicode（USC-2）、16ビット文字

•韓国語（KS C 5601）、マルチバイト文字

7ビット文字セットの場合、SMSメッセージに収まるのは最大 160文字です。8ビット文字セッ
トの場合は、最大140文字です。16ビット文字の場合は最大70文字です。マルチバイト文字セッ
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トの場合は、メッセージのテキストを構成している文字の種類に応じて、70～ 140文字程度の範
囲になります（マルチバイト文字セットの場合、ほとんどの文字は16ビットですが、より一般的
な文字の中には 8ビットのものもあります）。

すべての携帯電話が、すべての文字セットをサポートしているわけではありません。ほとんど

の携帯電話は、アルファベットのデフォルトである GSM 3.38をサポートしています。
（注）

コストの考慮事項

SMS（SMPP）メッセージ通知の設定コストは、Unity Connectionがユーザデバイスに送信する
SMS通知の数に直接左右されます。通常、サービスプロバイダーは送信される SMSメッセージ
またはメッセージグループごとに料金を請求するため、SMS通知の数が多ければ、それだけコス
トが高くなります。

コストを削減するには、SMS通知の使用を特定のユーザグループに限定できます。または、メッ
セージのタイプや緊急性を基準に受信メッセージ通知数を制限するようユーザに伝えることもで

きます。たとえばユーザはMessaging Assistantで、緊急のボイスメッセージが新しく到着した場
合にのみ Unity Connectionからメッセージ通知を送信するように指定できます。

SMS メッセージ通知の有効化

ステップ 1 SMSメッセージングを提供するモバイルメッセージングサービスプロバイダーで、アカウントを設定し
ます。Unity Connectionでは SMPPバージョン 3.3または SMPPバージョン 3.4プロトコルがサポートされ
ています。

ステップ 2 契約済みのサービスプロバイダーと提携している SMSCで、Unity Connectionが SMPPサーバと通信する
ために必要な情報を収集し、[SMPPプロバイダ（SMPPProvider）]ページにその情報を入力します。「SMPP
プロバイダの設定方法」を参照してください。

ステップ 3 ファイアウォールの背後でUnity Connectionサーバがセットアップされている場合は、Unity Connectionへ
の接続時に SMPPサーバで使用される TCPポートを設定します。

ステップ 4 Cisco Unity Connection Administrationで SMPPプロバイダーを有効にします。SMPPプロバイダの設定を参
照してください。

ステップ 5 SMSメッセージ通知を設定し、SMS通知デバイスがテストユーザアカウントの通知を受信するように設
定します。通知デバイスの設定を参照してください。
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SMPP プロバイダの設定

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、[SMPPプロバイダ（SMPP Providers）]を選択します。

ステップ 2 [SMPPプロバイダーの検索（Search SMPP Providers）]ページで、[新規追加（Add New）]を選択します。
ステップ 3 新しいプロバイダーを有効にして、プロバイダーの名前、システム ID、ホスト名を入力し、保存します

（設定の詳細については、[ヘルプ（Help）] > [このページ（This Page）]を参照）。
ステップ 4 [SMPPプロバイダの編集（Edit SMPPProvider）]ページで [ポート（Port）]を入力します。これは、SMSC

が着信接続の待ち受けに使用する TCPポート番号です。
ポート番号は 100より大きく 99999以下の範囲で指定する必要がありま
す。

（注）

HTML メッセージ通知の設定
HTML通知はHTML通知デバイス設定に基づいてトリガーされ、設定されている電子メールアド
レスで受信されます。

管理者は、通知テンプレート、カスタム変数、カスタムグラフィックを使用して、HTML通知の
内容と形式を作成または編集できます。Unity Connectionは電子メールサーバに HTML通知を送
信する際、IPv4モードの SMTPのみを使用します。したがって、管理者は HTML通知が IPv4で
設定されていることを確認する必要があります。

ユーザは次のタイプの HTML通知を設定できます。

•新しいボイスメッセージが受信されたときの HTML通知。

•新しい不在着信が受信されたときの HTML通知。

•新しいボイスメッセージの受信時に最新のボイスメッセージのサマリと一緒に送られる
HTML通知。

•新しい不在着信の受信時に最新のボイスメッセージのサマリと一緒に送られるHTML通知。

•設定された時刻に送られる、最新のボイスメッセージのサマリを含む HTML通知。

通知テンプレート

HTML通知テンプレートには次の要素が含まれています。

•フリーフローの HTMLテキスト。

システムアドミニストレーションガイド
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• HTMLタグ（HTMLタグがサポートされるかどうかは、ユーザが使用している電子メールク
ライアントに依存します）。

•カスタム変数およびカスタムグラフィック。

•ボイスメッセージのステータス項目：MWI、HTMLテンプレート内のアイコンとしてのメッ
セージステータス。

•外部 URIまたは URLへの組み込みリンク。

デフォルトの通知テンプレート

HTMLメッセージ通知には、次のデフォルトテンプレートがあります。

• Default_Actionable_Links_Onlyテンプレートには、イメージ、カスタムグラフィック、ステー
タス項目はなく、HTMLタグとアクション可能なリンクがあります。たとえば管理者は、
ヘッダー、フッター、ロゴ、画像、Mini Web Inboxへのハイパーリンクを組み込むように
HTMLテンプレートを設定できます。

• Default_Dynamic_Iconsテンプレートには、HTMLタグに加えてカスタムグラフィックおよび
ステータス項目があります。これによりUnityConnectionは、画像およびメッセージのステー
タスとともに、アクション可能なリンクを含む新しいボイスメールの詳細を送信できます。

• Default_Missed_Callテンプレートを使用すると、Unity Connectionはタイムスタンプと送信者
の詳細を含む不在着信の詳細を送信できます。

• Default_Voice_Message_With_Summaryテンプレートを使用すると、新しいボイスメッセージ
の着信時に、Unity Connectionは通知および最新のボイスメールのサマリを送信できます。

• Default_Missed_Call_With_Summaryテンプレートを使用すると、新しい不在着信があったと
き、Unity Connectionは通知および最新のボイスメールのサマリを送信できます。

• Default_Scheduled_Summaryテンプレートを使用すると、Unity Connectionは毎日、設定済み
の時刻にボイスメッセージのサマリを送信できます。

管理者は、ユーザに通知テンプレートを割り当てることも、ユーザにテンプレートの選択を許可

することもできます。ただし、ユーザがテンプレートを作成したり編集したりすることはできま

せん。デフォルトのテンプレートまたは管理者が作成したカスタムテンプレートを選択できま

す。

画像、MWIステータスおよびメッセージステータスの使用は必須ではありません。ただし、
使用する場合、管理者は HTMLタグおよび APIで使用される際に表示される画像が、各自の
電子メールクライアントでサポートされることを確認する必要があります。

（注）
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通知テンプレートの設定

通知テンプレートを作成、変更、削除できます。通知テンプレートには、ステータス項目、アク

ション項目、固定項目、カスタム変数、カスタムグラフィック、コレクションタグが含まれてい

ます。

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで [テンプレート（Templates）] > [通知テンプレート（Notification
Templates）]を展開し、[通知テンプレート（NotificationTemplates）]を選択します。[通知テンプレートの
検索（SearchNotificationTemplates）]ページが表示され、現在設定されているテンプレートが示されます。

ステップ 2 通知テンプレートを設定します（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）。

•新規通知テンプレートを追加するには、次の手順を実行します。

1 [新規追加（AddNew）]を選択します。[通知テンプレートの新規作成（NewNotificationTemplate）]
ページが表示されます。

2 表示名と HTMLコンテンツを入力します。

3 必要なステータス項目、アクション項目、固定項目を [HTML]フィールドの左側のパネルから選
んでコピーし、右側のパネルに項目を貼り付けます。詳細については、表 14-1を参照してくださ
い。

通知テンプレートの説明

説明項目

MWIステータスに基づいてイメージを表示し
ます。「管理用交換可能イメージ」で定義され

ているデフォルトのイメージが表示されます。

通知テンプレートにステータス項目を直接挿入

するには、<imgsrc=”%MWI_STATUS%”></img>
タグを使用できます。

%MWI_STATUS%

メッセージステータス（未読、既読、未読緊

急、既読緊急、削除済み）を表示します。デ

フォルトのイメージが、管理用交換可能イメー

ジで定義されているように表示されます。

ステータス項目を

通知テンプレートに直接挿入するには、<img

src="%MESSAGE_STATUS%"> </img>タグを使
用できます。

%MESSAGE_STATUS%

システムアドミニストレーションガイド
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Unity ConnectionMiniWeb Inboxを起動します。
通知テンプレートに直接この項目を挿入する場

合、<a href="%LAUNCH_MINI_INBOX%">テキ
スト </a>タグを使用できます。

%LAUNCH_MINI_INBOX%

コンピュータでWeb Inboxのみを起動します。

通知テンプレートに直接この項目を挿入する場

合、<a href="%LAUNCH_WEB_INBOX%">テキ
スト </a>タグを使用できます。

%LAUNCH_WEB_INBOX%

特定のメッセージ用のMini Web Inboxを起動
し、自動的にメッセージを再生します。

通知テンプレートに直接この項目を挿入する場

合、<a
href="%MESSAGE_PLAY_MINI_INBOX%">テ
キスト </a>タグを使用できます。

%MESSAGE_PLAY_MINI_INBOX%

ボイスメッセージを削除します。通知テンプ

レートに直接この項目を挿入する場合、<a
href="%MESSAGE_DELETE%">テキスト </a>
タグを使用できます。

%MESSAGE_DELETE%

特定のボイスメッセージを転送します。通知テ

ンプレートに直接この項目を挿入する場合、<a
href="%MESSAGE_FORWARD%">テキスト</a>
タグを使用できます。

%MESSAGE_FORWARD%

MiniWeb Inboxを起動し、ボイスメッセージに
返信するための [メッセージへの返信（Reply to
Message）]ウィンドウを開きます。通知テンプ
レートにこの項目を直接挿入するには、<a
href="%MESSAGE_REPLY%">Text </a>タグを
使用できます。

%MESSAGE_REPLY%

MiniWeb Inboxを起動し、[メッセージへの返信
（Reply to Message）]ウィンドウを開きます。
[宛先（To）]フィールドと [件名（Subject）]
フィールドに、複数の受信者が自動的に読み込

まれます。

通知テンプレートに直接この項目を挿入する場

合、<a href="%MESSAGE_REPLY_ALL%">テ
キスト </a>タグを使用できます。

%MESSAGE_REPLY_ALL%
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Mini Web Inboxを起動し、メッセージに未読
マークを付け、未読メッセージ件数を増分しま

す。通知テンプレートにこの項目を直接挿入す

るには、<a
href="%MESSAGE_MARKUNREAD%">Text </a>
タグを使用できます。

%MESSAGE_MARKUNREAD%

管理者は、カスタム変数のテキストと番号とい

う形で値を格納できます。たとえば、管理者

は、ヘッダーとフッターにカスタム変数を使用

できます。[テンプレート（Templates）] > [通知
テンプレート（Notification Templates）] > [カス
タム変数（Custom Variables）]ページで管理者
が指定したとおりに、通知テンプレートに変数

を直接挿入するには、%Var1%を使用できま
す。

カスタム変数の詳細については、カスタム変数

の設定を参照してください。

カスタム変数

管理者は、HTMLテンプレート内でロゴやイ
メージを追加するために、カスタムグラフィッ

クを使用できます。また、イメージベースのテ

ンプレート構造を定義するためにイメージを使

用することもできます。

「Default_Dynamic_Icons」を参照してください。

[テンプレート（Templates）] > [通知テンプレー
ト（Notification Templates）] > [カスタムグラ
フィック（Custom Graphics）]で管理者が指定
したとおりに、通知テンプレートにグラフィッ

クを直接挿入するには、<img
src="%GRAPHIC1%"></img>タグを使用できま
す。カスタムグラフィックの詳細については、

カスタムグラフィックの設定を参照してくださ

い。

カスタムグラフィック

ボイスメッセージを受信した発信者のエイリア

ス名が表示されます。

%CALLER_ID%

ボイスメッセージを残した送信者のエイリアス

名が表示されます。

%SENDER_ALIAS%

ボイスメッセージを受信した受信者のエイリア

ス名が表示されます。

%RECEIVER_ALIAS%
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受信者のタイムゾーンに基づいてボイスメッ

セージの受信時刻を表示します。

%TIMESTAMP%

新着メッセージの合計数を表示します。%NEW_MESSAGE_COUNT%

メッセージの件名を表示します。%SUBJECT%

不在着信に関連する情報を表示します。%MISSED_CALL%

メッセージの概要を表示します。<VOICE_MESSAGE_SUMMARY>

</VOICE_MESSAGE_SUMMARY>

（注） •管理者は、管理用交換可能イメージオプション
（%MWI_STATUS%、%MESSAGE_STATUS%）を使用して新しいイメージをアッ
プロードできます。詳細については、管理用交換可能イメージを参照してくださ

い。

• %MESSAGE_STATUS%タグが VOICE_MESSAGE_SUMMARYコレクションタグ
の中に囲まれている場合、このステータスタグは、通知メールの送信時点でのボ

イスメッセージのステータスを表示します。後でメッセージステータスが変化し

ても、通知メールのサマリコンテンツには反映されません。ただし、サマリタグ

の外部でこのタグが使用される場合、メッセージの現在のステータスが表示され

ます。

4 通知テンプレートページを作成または更新した後で、[確認（Validate）]を選択して HTMLコン
テンツを検証します。

HTML検証でエラーが返されると、通知テンプレートは保存されません。通知テンプ
レートを保存する前に検証が返すエラーを排除する必要があります。ただし、警告が出

た HTMLテンプレートは正常に保存できます。

（注）

5 [保存（Save）]を選択します。

6 また、[プレビュー（Preview）]を選択してテンプレートをプレビューすることもできます。[プレ
ビュー（Preview）]オプションでは、デフォルトブラウザに基づいてビューが表示されますが、
電子メールクライアントによって表示が異なることがあります。

•通知テンプレートを編集するには、次の手順を実行します。

1 [通知テンプレートの検索（Search Notification Templates）]ページで、編集する通知テン
プレートを選択します。

2 [通知テンプレートの編集（EditNotificationTemplate）]の [デバイス（device）]ページで、
必要に応じて設定を変更します。

3 [確認（Validate）]を選択して HTMLコンテンツを検証し、保存します。

•通知テンプレートを削除するには、次の手順を実行します。
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1 [通知テンプレートの検索（Search Notification Templates）]ページで、削除する通知テン
プレートの表示名の横にあるチェックボックスをオンにします。

2 [選択項目の削除（Delete Selected）]を選択し、[OK]を選択して削除を確定します。

テンプレートが HTML通知デバイスに割り当てられている場合は、そのテンプレートとの既存
の関連付けがすべて削除されない限り、そのテンプレートを削除できません。

（注）

カスタム変数

カスタム変数を使用すると、会社の名前、住所、Webアドレスなど、一般的に使用される HTML
フラグメントを定義できます。

20個を超えるカスタム変数を作成することはできません。（注）

カスタム変数の設定

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで [テンプレート（Templates）] > [通知テンプレート（Notification
Templates）]を展開し、[カスタム変数（Custom Variables）]を選択します。[カスタム変数の検索（Search
Custom Variables）]ページが表示されます。

ステップ 2 カスタム変数を設定します（各フィールドの詳細については、[ヘルプ（Help）]>[このページ（ThisPage）]
を参照）

•カスタム変数を追加するには、次の手順を実行します。

1 [新規追加（Add New）]を選択します。[カスタム変数の新規作成（New Custom Variables）]ペー
ジが表示されます。

2 必須フィールドに値を入力して [保存（Save）]を選択します

また、通知テンプレートで新規カスタム変数を追加することもできます。詳細について

は、通知テンプレートを参照してください。

（注）

•カスタム変数を編集するには、次の手順を実行します。

1 [カスタム変数の検索（SearchCustomVariables）]ページで、編集するカスタム変数を選択します。

2 [カスタム変数の編集（Edit CustomVariables）]ページで、必要なフィールドに値を入力して [保存
（Save）]を選択します。
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•カスタム変数を削除するには、次の手順を実行します。

1 [カスタム変数の検索（Search Custom Variables）]ページで、削除するカスタム変数の表示名の横
にあるチェックボックスをオンにします。

2 [選択項目の削除（Delete Selected）]を選択し、[OK]を選択して削除を確定します。

削除されたカスタム変数が通知テンプレートで使用されている場合、通知では変数がその値の

代わりに表示されます。

（注）

カスタムグラフィック

カスタムグラフィックを使用すると、ロゴや商品画像など、会社のグラフィックスを通知に挿入

できます。

20個を超えるカスタムグラフィックスは作成できません。（注）

デフォルトのカスタムグラフィックは DEFAULT_BOTTOMおよび DEFAULT_TOPです。デフォ
ルトのカスタムグラフィックは、編集も削除もできません。

カスタムグラフィックが正しく設定され、グラフィックスを表示可能な機能がある場合、電子

メールクライアントにそれが表示されます。

詳細については、『User Guide for Accessing Cisco Unity Connection Voice Messages in an Email
Application』（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/12x/user/guide/email/
b_12xcucugemailx.html）の「Configuring Cisco Unity Connection for HTML-based Message
Notification」の項を参照してください。

（注）

カスタムグラフィックの設定

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで [テンプレート（Templates）] > [通知テンプレート（Notification
Templates）]を展開し、[カスタムグラフィック（CustomGraphics）]を選択します。[カスタムグラフィッ
クの検索（Search Custom Graphics）]ページが表示されます。

ステップ 2 カスタムグラフィックを設定します（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）。

•カスタムグラフィックを追加するには、次の手順を実行します。
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1 [新規追加（AddNew）]を選択します。[カスタムグラフィックの新規作成（NewCustomGraphics）]
ページが表示されます。

2 必要なフィールドに値を入力して [保存（Save）]を選択します。

•カスタムグラフィックを編集するには、次の手順を実行します。

1 [カスタムグラフィックの検索（SearchCustomGraphics）]ページで、編集するカスタムグラフィッ
クの表示名を選択します。

2 [カスタムグラフィックの編集（Edit Custom Graphics）]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。

•カスタムグラフィックを削除するには、次の手順を実行します。

1 [カスタムグラフィックの検索（SearchCustomGraphics）]ページで、削除するカスタムグラフィッ
クの表示名の横にあるチェックボックスをオンにします。

2 [選択項目の削除（Delete Selected）]を選択し、[OK]を選択して削除を確定します。

ファイルは、サイズ1MB以下で、表示名とイメージにおいて一意である必要があります。
同じグラフィックを再度アップロードすることはできません。

（注）

管理用交換可能イメージ

管理者は、次のステータス項目のデフォルトイメージを交換できます。

• Deleted_message

• MWI_OFF

• MWI_ON

• Read_message

• Read_urgent_message

• Unread_message

• Unread_urgent_message

[管理用交換可能イメージの検索（Search Replaceable Images）]ページにある [復元（Restore）]ボ
タンを使用して、イメージのデフォルトを復元できます。デフォルトリスト内のイメージを追加/
削除することはできません。
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管理用交換可能イメージの編集

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで [テンプレート（Templates）] > [通知テンプレート（Notification
Templates）]を展開し、[管理用交換可能イメージ（Administrative Replaceable Image）]を選択します。

ステップ 2 [ステータス依存イメージの検索（Search Replaceable Image）]ページで、編集するイメージの表示名を選
択します。

ステップ 3 [ステータス依存イメージの編集（Edit Replaceable Image）]ページで、必要に応じて設定を変更します。
（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）。

[表示名（DisplayName）]フィールドは編集できません。この交換可能イメージは、通知テンプ
レートでステータス項目タグに使用されます。たとえば、%MWI_STATUS%および
%MESSAGE_STATUS%はボイスメッセージのMWIステータスとメッセージステータスを示
します。

（注）

ステップ 4 設定の適用が完了したら [保存（Save）]を選択します。

HTML ベースのメッセージ通知の設定
電子メールアドレスに HTMLテンプレートの形式でメッセージ通知を送信するように Unity
Connectionを設定することができます。デバイスの HTML通知を許可するため、管理者が HTML
ベースのテンプレートを選択して適用できます。

管理者が定義したテンプレートに完全に沿ったHTML通知を受け取るには、ユーザの電子メール
クライアントがイメージとアイコンの表示をサポートしている必要があります。ご使用の電子メー

ルクライアントがイメージとアイコンの表示をサポートしているかどうかの詳細については、ご

使用の電子メールサービスプロバイダーのマニュアルを参照してください。

HTML通知は次の電子メールクライアントでサポートされています。

• Microsoft Outlook 2010

• Microsoft Outlook 2013

• Microsoft Outlook 2016

• IBM Lotus Notes

• Gmail（Webベースのアクセスのみ）

ユーザは、必要に応じて認証または非認証モードを選択するよう確認する必要があります。
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認証モードと非認証モードの設定

管理者がイメージ、アイコン、またはステータス項目を含むテンプレートを作成した場合、認証

モードでは、イメージが電子メール通知に表示される前に、Unity Connectionクレデンシャルを
使ってユーザが認証されます。

非認証モードは、ユーザにクレデンシャルの入力を求めず、電子メール通知に埋め込まれたイメー

ジやアイコンは、認証なしで表示されます。

デフォルトでは、認証モードに設定されています。管理者は、CiscoUnityConnectionAdministration
で設定を行うことができます。

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、[システム設定（System Settings）] > [全般設定（General
Configuration）]を選択します。

ステップ 2 [全般設定の編集（Edit General Configuration）]ページで、[HTML通知用グラフィックの認証（Authenticate
Graphics for HTML Notification）]オプションを選択し、認証モードをオンにして、保存します。

ボイスメッセージを HTML 通知付き添付ファイルとして送信するため
の Unity Connection の設定

Unity Connection 10.0(1)以降のリリースでは、HTML通知で添付ファイルとしてボイスメッセー
ジをユーザに送信するように管理者が Unity Connectionを設定できます。HTML通知の電子メー
ルを通じて Unity Connection Mini Web Inboxにアクセスするリンクに加えて、ユーザは任意のプ
レーヤーを使用して、PCやモバイルデバイスで再生できる .wav形式のボイスメッセージ添付
ファイルにアクセスできるようになりました。10.0(1)より前のバージョンでは、単にエンドユー
ザが HTML通知でリンクを受信して Unity Connection Mini Web Inboxにアクセスし、Mini Web
Inboxを通じてボイスメッセージを聞くだけでした。

転送されたメッセージの場合、添付ファイルが最新のボイスメッセージに対してのみ送信さ

れます。保護対象でプライベートのメッセージを添付ファイルとして送信することはできませ

ん。

（注）

次のモバイルクライアントで、モバイルデバイスからボイスメッセージへのアクセスがサポー

トされています。

• iPhone 4以降

• Android

システムアドミニストレーションガイド
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添付ファイルとしてボイスメッセージを送信するための Unity Connection
の設定

手順の概要

1. Cisco Unity Connection Administrationで [詳細設定（Advanced）]を展開して、[メッセージング
（Messaging）]を選択します。

2. [メッセージングの設定（MessagingConfiguration）]ページで、添付ファイルとしてボイスメッ
セージを送信するために [HTML通知へのボイスメールの添付を許可する（Allow voice mail as
attachments to HTML notifications）]オプションを選択し、保存します。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

CiscoUnity ConnectionAdministrationで [詳細設定（Advanced）]を展開して、[メッセー
ジング（Messaging）]を選択します。

ステップ 1   

[メッセージングの設定（Messaging Configuration）]ページで、添付ファイルとしてボ
イスメッセージを送信するために [HTML通知へのボイスメールの添付を許可する

ステップ 2   

（Allow voice mail as attachments to HTML notifications）]オプションを選択し、保存し
ます。

添付ファイルとして送信されるボイスメッセージのサイズの設定

Unity Connectionでは、HTML通知の添付ファイルとして送信できるボイスメッセージの最大サ
イズが 2048KBに設定されています。管理者は、Cisco Unity Connection Administrationを使用して
ボイスメッセージのサイズを設定できます。

ステップ 1 CiscoUnityConnectionAdministrationで [詳細設定（Advanced）]を展開して、[メッセージング（Messaging）]
を選択します。

ステップ 2 [メッセージングの設定（Messaging Configuration）]ページで、[HTML通知に添付するボイスメールの最
大サイズ(KB)（Max size of voice mail as attachment to HTML notifications (KB)）]にボイスメッセージのサ
イズを入力します。

ステップ 3 [保存（Save）]を選択します。変更を有効にするにはConnectionNotifierサービスを再起動してください。

システムアドミニストレーションガイド
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通知件名行の形式
通知件名行の形式は、通知電子メールの件名行を設定するための機能です。

次の通知タイプの件名行を設定できます。

•メッセージ通知：これには、新規ボイスメッセージに関して Unity Connectionユーザに送信
される電子メール通知が含まれます。

•不在着信通知：これには、不在着信に関する電子メール通知が含まれます。

•スケジュールされたサマリ通知：これには、スケジュールされた時刻に送信される電子メー
ル通知が含まれます。

メッセージ通知の件名行は、すべてのボイスメッセージに関してのみカスタ

マイズ可能です。ディスパッチメッセージ、ファクスメッセージ、カレン

ダー予約、カレンダー会議などの他のイベントには、システムによって生成

された件名が使用されます。

（注）

件名行パラメータ

次の表では、通知メールの件名行に指定できるパラメータについて説明します。

件名行の形式パラメータの説明

システムアドミニストレーションガイド

22

通知

通知件名行の形式



メッセージ送信者の発信者 IDが不明な場合に、
件名行で使用されるテキストを入力します。

•件名行の形式で%CALLERID%パラメータ
を使用すると、メッセージ送信者の ANI
発信者 IDに自動的に置き換えられます。

• ANICaller IDが使用不可で、送信者がUnity
Connectionユーザである場合は、発信者の
プライマリ内線番号が使用されます。

• ANICaller IDが使用不可で、送信者がUnity
Connectionユーザではない場合、この
フィールドに入力するテキストが件名行に

挿入されます。たとえば、このフィールド

に「Unknown Caller ID」と入力すると、
「UnknownCaller ID」が画面に表示されま
す。

このフィールドを空白のままにすることもでき

ます。

%CALLERID%

（不明の場合）

メッセージ送信者の表示名およびANI発信者名
の両方が不明な場合に、件名行で使用されるテ

キストを入力します。

•外部発信者がボイスメッセージを送信し
たとき、通知の件名行の形式に%NAME%
パラメータが使用されている場合には、こ

れがメッセージ送信者の ANI発信者名に
自動的に置き換えられます。ANI発信者名
が使用不可の場合、Unity Connectionは
%NAME% (When Unknown)フィールドに
指定されている値を挿入します。

• Unity Connectionユーザがボイスメッセー
ジを送信したとき、通知の件名行の形式で

%NAME%パラメータが使用されている場
合には、これがメッセージ送信者の表示名

に自動的に置き換えられます。表示名が使

用不可の場合、Unity Connectionは ANI発
信者名を挿入します。ANI発信者名が使用
不可の場合、Unity Connectionユーザの
SMTPアドレスが使用されます。

%NAME%

（不明の場合）

システムアドミニストレーションガイド
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メッセージに緊急のフラグが付いている場合に

件名行で使用されるテキストを入力します。

件名行で%U%パラメータが使用される場合、
メッセージに緊急のフラグが付けられると、こ

のフィールドに入力したテキストで自動的に置

き換えられます。メッセージが緊急でない場

合、このパラメータは省略されます。

%U%

メッセージにプライベートのフラグが付いてい

る場合に、件名行で使用されるテキストを入力

します。

件名行で %P%パラメータが使用される場合、
メッセージにプライベートのフラグが付けられ

ると、このフィールドに入力したテキストで自

動的に置き換えられます。メッセージがプライ

ベートでない場合、このパラメータは省略され

ます。

%P%

メッセージにセキュアメッセージのフラグが付

いている場合に件名行で使用されるテキストを

入力します。

件名行で %S%パラメータが使用される場合、
メッセージにセキュアのフラグが付けられる

と、このフィールドに入力したテキストで自動

的に置き換えられます。メッセージがセキュア

メッセージでない場合、このパラメータは省略

されます。

%S%

メッセージにディスパッチメッセージのフラグ

が付いている場合に件名行で使用されるテキス

トを入力します。

件名行で%D%パラメータが使用される場合、
メッセージにディスパッチメッセージのフラグ

が付けられると、このフィールドに入力したテ

キストで自動的に置き換えられます。メッセー

ジがディスパッチメッセージでない場合、この

パラメータは省略されます。

%D%

システムアドミニストレーションガイド
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メッセージ通知または不在着信通知の件名行の

形式で %TIMESTAMP%パラメータを使用する
と、その値は、受信者のタイムゾーンに基づく

通知対象メッセージの配信時刻になります。

スケジュールされたサマリ通知の件名行で

%TIMESTAMP%パラメータを使用すると、そ
の値は、スケジュールされた通知の送信時刻に

なります。

%TIMESTAMP%

件名行の形式の例

件名行の形式の例

受信されるメッセージの件名行件名行の形式通知のタイプ

メッセージ通知：John 4132か
らのボイスメッセージ

メッセージ通知：%NAME%
%CALLERID%からのボイス
メッセージ

メッセージ通知（Message
Notification）

John (4132) 11.12 hrsからの不在
着信通知

%NAME% (%CALLERID%)
TIMESTAMP%からの不在着信
通知

不在着信通知（Missed Call
Notification）

メッセージサマリ通知

（Message Summary
Notification）

%NAME% (%CALLERID%)か
らの不在着信通知

スケジュールされたサマリ通知

件名行の形式の設定

件名行の形式を定義するときは、次のことに注意してください。

•パラメータの前後に %を指定する必要があります。

•システムにインストールされている言語ごとに、別の件名行の形式を定義できます。

システムアドミニストレーションガイド
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•ユーザの優先言語に件名行の形式が定義されていない場合、システムのデフォルト言語の件
名行の形式定義が代わりに使用されます。

ステップ 1 [Cisco Unity Connectionの管理（Cisco Unity Connection Administration）]ページで、[システム設定（System
Settings）] > [件名行の形式（Subject Line Formats）]を展開します。

ステップ 2 [件名行の形式の編集（Edit Subject Line Formats）]ページで、[メッセージタイプの選択（Choose Message
Type）]ドロップダウンから [通知（Notifications）]を選択し、必要なメッセージタイプを選択します。

ステップ 3 [言語の選択（Choose Language）]ドロップダウンメニューから該当する言語を選択します。
ステップ 4 [件名行の形式（Subject Line Formats）]フィールドに、適切なテキストとパラメータを入力します。（各

パラメータの詳細については、[ヘルプ（Help）] > [このページ（This Page）]を参照）。
ステップ 5 [パラメータの定義（Parameter Definitions）]フィールドに、適切なテキストを入力します。
ステップ 6 [保存（Save）]を選択します。
ステップ 7 他の言語について、必要に応じてステップ 2～ 5を繰り返します。
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