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コール管理要素
Cisco Unity Connectionのコール管理では、さまざまなコール管理要素を組み合わせて使用するこ
とで、システムがどのようにコールを処理して発信者から情報を収集するかをカスタマイズでき

ます。

Unity Connectionには、着信コールおよび発信コールを管理する次の要素があります。

使用方法コンポーネント
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コールに応答してメッセージを録音します。オプションのメニュー（た

とえば「カスタマーサービスへは1、営業部へは2を押してください」）
を提供します。コールをユーザや他のコールハンドラにルーティング

します。オーディオテキスト（録音済みの情報）を再生します。

コールハンドラ

オーディオリストを再生することで、企業ディレクトリへのアクセス

を提供します。ユーザおよび外部の発信者はこれを使用して、ユーザに

電話をかけてメッセージを残します。

ディレクトリハンドラ

一連の質問を再生し、それに対する応答を録音することで、発信者から

の情報を収集します。

インタビューハンドラ

発信者の電話番号やスケジュールなどの基準に基づいて、コールを最初

にルーティングする方法を定義できます。ユーザの内線、コールハン

ドラ、インタビューハンドラ、およびディレクトリハンドラが設定さ

れている場合、コールルーティングテーブルを編集して適切なユーザ

またはハンドラにコールをルーティングできます。

コールルーティング

テーブル

コールの転送、ユーザへのメッセージの通知、FAX送信のために Unity
Connectionがダイヤルできる番号を指定することで、発信コールを制御
できます。

規制テーブル

アクティブにするコールルーティングルールのセット、グリーティン

グ、または転送オプションを制御する目的で、会社の営業時間、営業時

間外、祝日を定義します。

スケジュールと祝日

これらすべての要素を、ビルディングブロックとして使用できます。発信者エクスペリエンスを

作成するには、Unity Connection内のデフォルトオブジェクトを使用/カスタマイズすることも、
新しいオブジェクトを追加してそれらを組み合わせることもできます。

コール管理計画
コール管理計画は、ハンドラが互いに接続される方法を示します。これには、短縮ダイヤルオプ

ションのメニューや、考えられるすべてのナビゲーション選択肢（内線番号のダイヤルまたはルー

ティングルールによるコールハンドラへの到達など）が含まれます。事前に定義されているUnity
Connectionコールハンドラを計画に含めることもできます。

コール管理計画の作成

コール管理計画の実現方法を検討し終わったら、ハンドラの接続のための概略図を作成できます。

以下の図は、自動応答機能を利用するコール管理マップの例です。
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コール管理計画の実装

計画をマッピングした後は、各コールハンドラのグリーティングで録音セッション中に使用する

詳細スクリプトを記述します。

コールハンドラのシステムをセットアップする準備ができたら、まず、コールのルーティング先

となるコールハンドラを作成します。コールのルーティング先となるコールハンドラを作成する

際には、これらの「宛先」コールハンドラを選択します。また、コールハンドラを作成する前、

コールハンドラからのコールの転送先となるユーザのアカウントを作成する必要もあります。

上記の図を例として使用すると、まずKelly Baderのユーザアカウントを作成し、Place an Order、
Order Status、および Job Listingsの各ハンドラを作成します。次に、Order Departmentと Human
Resourcesのハンドラを作成します。

コールハンドラのマッピングに加えて、コールルーティングテーブルの計画も行う必要があり

ます。たとえば、上記の図では、ガイダンスを通じてすべての新規コールハンドラに到達しま

す。また、いくつかのコールハンドラに内線番号を割り当て、コールルーティングテーブルを

使用してこれらの内線番号に着信コールを転送することもできます。
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システムコールハンドラ
コールハンドラは、通話への応答、録音されたプロンプトによる発信者へのグリーティング再

生、発信者への情報とオプションの提供、通話のルーティング、およびメッセージの受信に使用

されます。事前定義された Unity Connectionコールハンドラを使用することも、無制限の新しい
コールハンドラを作成することもできます。

Unity Connectionで追加するそれぞれのコールハンドラは、コールハンドラテンプレートと呼ば
れるテンプレートに基づきます。

コールハンドラは次のような用途で使用できます。

•自動応答機能として：コールハンドラは、グリーティングを再生したり、押されたキーに応
じて反応することによって、応答およびコールの転送を行う人間のオペレータの代わりとし

て使用できます。自動応答では、複数オプションからなるメニューを提供できます（たとえ

ば、「ご購入については 1を押してください。サービスについては 2を押してください。営
業時間については 3を押してください。」など）。

•事前録音されたオーディオテキストを提供する：コールハンドラを使用して、顧客が頻繁
に問い合わせる情報（たとえば、「弊社の営業時間は平日月曜日から金曜日の午前 8時から
午後 5時までです」など）を提供できます。また、システムとの対話が可能になる前にすべ
ての発信者に録音メッセージを再生することもできます。

•メッセージ受信者として：コールハンドラを使用して、会社へのメッセージを取得できます
（たとえば「現在、カスタマーサービスの担当者が、電話に出ることができません。お客様

のお名前、お電話番号、アカウント番号をお願いします。折り返しお電話を差し上げま

す」）。

•コールを転送する：コールハンドラを使用して、ユーザまたは別のコールハンドラにコー
ルをルーティングできます（たとえば、終業後はテクニカルサポートのコールハンドラに

着信したコールを直接オンコール担当者の携帯電話に転送するようにできます）。

Unity Connectionは 40,000個のシステムコールハンドラをサポートしていま
す。

（注）

コールハンドラテンプレート

UnityConnectionに追加するコールハンドラは、テンプレートに基づいています。テンプレートの
設定は、コールハンドラの作成時に適用されます。UnityConnectionに含まれている事前定義のテ
ンプレートを編集できます。あるいは、追加のコールハンドラテンプレートを作成することもで

きます。

テンプレートごとに、作成するコールハンドラに必要な転送、発信者入力、グリーティング、

メッセージの設定の有効化を検討する必要があります。
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コールハンドラテンプレートの設定を変更した場合、新しい設定は、そのテンプレートを使っ

て作成される新しいコールハンドラでのみ有効になります。

（注）

コールハンドラテンプレートを削除しても、そのテンプレートに基づいて作成されたコールハ

ンドラには影響を与えません。

デフォルトのコールハンドラテンプレート

UnityConnectionには、ほとんどのコールハンドラにとって適切な設定を含む、デフォルトのコー
ルハンドラテンプレートが 1つあります。デフォルトのコールハンドラテンプレートを編集す
ることはできますが、削除することはできません。

このテンプレート上の設定は、ほとんどのコールハンドラに適して

います。

システムコールハンドラ

テンプレート

コールハンドラテンプレートの設定

ここでは、Unity Connectionのコールハンドラテンプレートの設定、およびコールハンドラテン
プレート設定の定義と保存について説明します。

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで [テンプレート（Templates）]を展開し、[コールハンドラテンプ
レート（Call Handler Templates）]を選択します。 > >
[コールハンドラテンプレートの検索（Search Call Handler Templates）]ページに、現在設定されている
コールハンドラテンプレートが表示されます。

ステップ 2 コールハンドラ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）。

•コールハンドラテンプレートを追加するには、[新規追加（Add New）]を選択します。[新規コール
ハンドラテンプレート（New Call Handler Template）]ページが表示されます。必要に応じて設定を
入力し、[保存（Save）]を選択します。

•コールハンドラテンプレートを編集するには、コールハンドラテンプレートを選択します。[コー
ルハンドラテンプレートの基本設定の編集（Edit Call Handler Templates Basics）]ページで、[編集
（Edit）]メニューから該当する設定を選択します。

◦コールハンドラテンプレートの基本設定（Call Handler Template Basics）

◦転送ルール（Transfer Rules）

◦発信者入力（Caller Input）

◦グリーティング（Greetings）
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◦グリーティング後メッセージ（Post Greeting Recording）

◦メッセージ設定（Message Settings）

•コールハンドラテンプレートを削除するには、次の操作を実行します。

[コールハンドラテンプレートの検索（Search Call Handler Templates）]ページで、削除するコール
ハンドラテンプレートを選択します。

[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。

デフォルトのシステムコールハンドラ

UnityConnectionには、事前定義済みの次のコールハンドラが用意されています。これらは編集可
能ですが、削除できません。

少なくとも、これらのコールハンドラのグリーティングを編集する必要があります。（注）

自動応答として機能します。発信者が組織に電話をかけたときの最初のグ

リーティングが再生され、指定したアクションが実行されます。ガイダン

スコールルーティングルールは、すべての着信コールをガイダンスコー

ルハンドラに転送します。

デフォルトで、ガイダンスコールハンドラは、発信者が *を押すとサイ
ンインカンバセーションに転送し、#を押すとオペレータコールハンド
ラに転送します。ガイダンスコールハンドラで残されたメッセージは、

[配信できないメッセージ（Undeliverable Messages）]同報リストに送信さ
れます。

ガイダンス

発信者が「0」を押すか、または何もキーを押さないと、コールはこのコー
ルハンドラにルーティングされます（デフォルト設定）。発信者がメッ

セージを残したり、オペレータ担当者にコールを転送したりできるよう

に、オペレータコールハンドラを設定できます。

デフォルトで、オペレータコールハンドラは、発信者が *を押すとサイ
ンインカンバセーションに転送し、#を押すとガイダンスコールハンド
ラに転送します。オペレータコールハンドラで残されたメッセージは、

オペレータユーザのメールボックスに送信されます。

演算子
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発信者の入力がなければ、短い終了案内メッセージを再生してから、切断

します。

デフォルトで、終了案内コールハンドラは、発信者が *を押すとサイン
インカンバセーションに転送し、#を押すとガイダンスコールハンドラ
に転送します。グリーティング後のアクションを「通話を切断する」から

「メッセージの録音を開始する」に変更した場合、終了案内コールハン

ドラで残されたメッセージは、[配信できないメッセージ（Undeliverable
Messages）]同報リストに送信されます。

終了案内

システムコールハンドラの設定

ここでは、Unity Connectionのシステムコールハンドラの設定、およびシステムコールハンドラ
設定の定義と保存について説明します。

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで [コール管理（Call Management）]を展開し、[システムコールハ
ンドラ（System Call Handler）]を選択します。
[コールハンドラの検索（Search Call Handler）]ページに、現在設定されているコールハンドラが表示さ
れます。

ステップ 2 システムコールハンドラを設定します（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）。

•システムコールハンドラを追加するには、次の手順を実行します。

[コールハンドラの検索（Search Call Handlers）]ページで [新規追加（Add New）]を選択し
ます。

[コールハンドラの新規作成（New Call Handler）]ページで該当する設定を入力し、[保存
（Save）]を選択します。

•システムコールハンドラを編集するには、次の手順を実行します。

[コールハンドラの検索（Search Call Handlers）]ページで、編集するコールハンドラを選択
します。複数のシステムコールハンドラを編集するには、該当するチェックボックスをオ

ンにして、[一括編集（Bulk Edit）]を選択します。

[コールハンドラの基本設定の編集（Edit Call Handler Basics）]ページで [編集（Edit）]メ
ニューを選択し、以下の任意の設定を編集します。

◦コールハンドラの基本設定（Call Handler Basics）。

◦転送ルール（Transfer Rules）。転送ルールを参照。

◦発信者入力（Caller Input）。発信者入力を参照。
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◦グリーティング（Greetings）。グリーティングを参照。

◦グリーティング後メッセージ（Post Greeting Recording）。

◦メッセージ設定（Message Settings）。メッセージ設定を参照。

◦コールハンドラの所有者（Call Handler Owners）。コールハンドラの所有者を参照。

設定を編集した後、[保存（Save）]を選択します。

•システムコールハンドラを削除するには、次の手順を実行します。

[システムコールハンドラ（System Call Handlers）]ページで、削除するシステムコールハ
ンドラを選択します。

[依存関係の表示（Show Dependencies）]を選択して、削除するコールハンドラに依存する
データベースオブジェクトを検索します。依存関係の検索結果から、影響を受けるオブジェ

クトのリンクをたどって、依存関係を別のコールハンドラに再割り当てします。

[選択項目の削除（Delete Selected）]を選択します。

コールハンドラの設定項目

転送ルール

システムコールハンドラの転送ルールは、自動受付からコールハンドラに到達したコールをUnity
Connectionがどのように転送するかを指定します。

コールハンドラにコールが転送されると、UnityConnectionはまず、該当する転送ルールをチェッ
クして、コールの転送先（コールハンドラグリーティングか、内線か）を判断します。

事前録音されたオプションからなるメニューまたは情報メッセージを発信者に対して再生するに

は、コールをグリーティングに転送するように転送ルールを設定します。

コールハンドラごとに、カスタマイズ可能な次の 3つの転送ルールが設定されます。

•標準（Standard）：標準時間を対象とするルールです。

•時間外（Closed）：アクティブなスケジュールの時間外（営業時間外および祝日）を対象と
するルールです。

•代替（Alternate）：この転送ルールが有効になっている場合、標準および時間外転送ルール
がオーバーライドされて、常に代替転送ルールが適用されます。

発信者入力

発信者入力設定は、コールハンドラグリーティングの途中で発信者が電話キーを押したときに、

その応答として Unity Connectionが実行するアクションを定義します。個々のグリーティングの
[グリーティングの編集（Edit Greeting）]ページでこの設定を使用すると、グリーティングで発信
者による入力を許可するかどうか、および発信者が転送を実行できるかどうかを指定できます。
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グリーティング

グリーティングの再生中に、UnityConnectionユーザやコールハンドラに関連付けられていない番
号に発信者を転送できるよう、個別のコールハンドラグリーティングを設定することができま

す。

システムコールハンドラごとに、最大 7つのグリーティングを使用できます。（注）

デフォルトのグリーティングは次のとおりです。

他のグリーティングが優先される場合を除き、常に再生されます。標準のグリー

ティングは無効にできません。

標準

（Standard）

アクティブなスケジュールに定義された営業時間外に再生されます。時間外グ

リーティングは標準グリーティングよりも優先されます。

終了

（Closed）

アクティブなスケジュールに関連付けられている祝日のスケジュールで指定さ

れた、特定の日付および時間に再生されます。祝日グリーティングは、標準お

よび時間外グリーティングよりも優先されます。

祝日

（Holiday）

内線の発信者に対してだけ再生されます。同僚にのみ知らせる必要がある情報

を再生できます。内線グリーティングは、標準グリーティング、時間外グリー

ティング、祝日グリーティングよりも優先されます。内線のグリーティングに

必要なサポートは、すべての電話システム連動によって提供されるわけではあ

りません。

内線

（Internal）

内線番号が通話中の場合に再生されます通話中（ビジー）グリーティングは、

標準グリーティング、時間外グリーティング、内線グリーティング、祝日グリー

ティングよりも優先されます。

通話中のグリーティングに必要なサポートは、すべての電話システム連動によっ

て提供されるわけではありません。

ビジー

（Busy）

休暇や出張などのさまざまな特別な状況で使用できます。オプショングリーティ

ングは、他のすべてのグリーティングよりも優先されます。

オプション

（Alternate）

発信者が無効な数字を入力したときに再生されます。数字が内線と一致しない

場合、内線が検索範囲で見つからない場合、または発信者がその数字のダイヤ

ルを制限されている場合に、この状態が発生します。エラーグリーティングは

無効にできません。

システムのデフォルトのエラー録音は、「入力した値がまちがっています（Idid
not recognize that as a valid entry）」です。デフォルトでは、Unity Connectionはエ
ラーグリーティングの再生後に、グリーティングをもう一度再生します。

エラー

（Error）
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コールハンドラの言語が発信者から継承される場合、コールハンドラグリーティングを複数

の言語で録音できます。たとえば、フランス語とスペイン語でプロンプトを再生するように

Unity Connectionが設定されている場合、標準グリーティングを両方の言語で録音し、スペイ
ン語を話す発信者とフランス語を話す発信者にそれぞれの言語でグリーティングを再生できま

す。

（注）

メッセージ設定

メッセージ設定では、コールハンドラのメッセージを受信するユーザ、メッセージにディスパッ

チ配信のマークを付けるかどうかの設定、外部の発信者からのメッセージの最長録音時間、メッ

セージを残すときに発信者が実行できる操作、自動的に暗号のマークをメッセージに付けるかど

うかの設定、メッセージが残された後にコールに対して次に実行するアクションを指定します。

コールハンドラの所有者

コールハンドラの所有者は、Cisco Unity Connection Administrationの [システムコールハンドラ
（System Call Handlers）] > [グリーティング（Greetings）]ページから別のコールハンドラグリー
ティングを選択したり、コールハンドラグリーティングを録音したりできます。または、Cisco
Unity Greetings Administratorを使用して電話機から同じ操作をすることもできます。

Unity Connection 10.5以降では、ユーザと同報リストの両方をコールハンドラの所有者として
追加できます。ただし、コールハンドラの所有者として追加できるのは、（入れ子になった

同報リストのメンバーではなく）同報リストのローカルユーザだけです。

（注）

ディレクトリハンドラ
ディレクトリハンドラは、企業ディレクトリへのアクセスを提供します。発信者はこれを使用し

て、メールボックスを持つUnityConnectionユーザに電話をかけることができます。発信者がユー
ザ名または名前の一部を検索すると、ディレクトリハンドラが内線番号を調べ、該当するユーザ

にコールをルーティングします。

ディレクトリハンドラにはグリーティングがないので、コールハンドラを使用して発信者をディ

レクトリハンドラにルーティングする必要があります。その後、コールハンドラグリーティン

グを使用して、各ディレクトリハンドラのオプションを発信者に説明します。

各ディレクトリハンドラには、名前の検索方法、1つ以上の一致が見つかった場合の処理、およ
び発信者入力が検出されなかった場合の処理を指定する設定が含まれています。

2種類のディレクトリハンドラがあります。
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発信者は、電話のキーパッドを使用して検索情報または内線を

入力します。この種類のディレクトリハンドラに対しては、名

前の検索方法、1つ以上の一致が見つかったときの動作、発信
者の入力が検出されなかったときの動作を指定できます。

電話のキーパッド（Phone
Keypad）

通話相手となるUnityConnectionユーザの姓名を発信者が発音す
るか、内線の数字を 1桁ずつ発音して入力します。また、音声
ディレクトリハンドラでは検索で別名を使用することもできま

す。音声対応ディレクトリハンドラを作成するには、音声認識

オプションが必要です。

外部発信者はディレクトリにリストされているユーザを使用で

きますが、管理者定義の連絡先は、UnityConnectionにサインイ
ンしているユーザのみが使用できます。ユーザ定義の連絡先は、

その連絡先を定義したUnityConnectionユーザのみが使用できま
す。

この種類のディレクトリハンドラの場合、ディレク

トリハンドラを使ってユーザにアクセスするには、

そのユーザの表示名が指定されていて、ユーザの[ユー
ザの基本設定（User Basics）]ページの [ディレクトリ
に登録（List in Directory）]チェックボックスがオン
になっている必要があります。

（注）

音声を有効にする（Voice
Enabled）

同一システムで電話キーパッドおよび音声対応ディレクトリハンドラの両方を作成できます。（注）

デフォルトディレクトリハンドラ

Unity Connectionには、1つのデフォルトディレクトリハンドラとしてシステムディレクトリハ
ンドラが含まれています。これを編集することはできますが、削除することはできません。デフォ

ルトでは、このディレクトリハンドラはシステム上にメールボックスを持つすべてのユーザを、

姓、名の順で検索するように設定されています。

発信者は電話のキーバッドを使用して、デフォルトのシステムディレクトリハンドラを操作しま

す。デフォルトの音声対応ディレクトリハンドラはありません。

デフォルトでは、ガイダンスコールハンドラのグリーティングの再生中に発信者が 4を押すと、
ディレクトリハンドラに接続されます。
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ディレクトリハンドラの設定

ここでは、Unity Connectionのディレクトリハンドラの設定、およびディレクトリハンドラ設定
の定義と保存について説明します。

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで [コール管理（Call Management）]を展開し、[ディレクトリハンド
ラ（Directory Handlers）]を選択します。
[ディレクトリハンドラの検索（Search Directory Handlers）]ページに、現在設定されているディレクトリ
ハンドラが表示されます。

ステップ 2 ディレクトリハンドラを設定します（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）。

•ディレクトリハンドラを追加するには、次の手順を実行します。

[ディレクトリハンドラの検索（Search Directory Handlers）]ページで [新規追加（Add New）]を選択
します。

[ディレクトリハンドラの新規作成（NewDirectoryHandler）]ページで該当する設定を入力し、[保存
（Save）]を選択します。

•ディレクトリハンドラを編集するには、次の手順を実行します。

[ディレクトリハンドラの検索（SearchDirectoryHandlers）]ページで、編集するディレクトリハンド
ラを選択します。一度に複数のシステムディレクトリハンドラを編集するには、該当するチェック

ボックスをオンにして、[一括編集（Bulk Edit）]を選択します。

[ディレクトリハンドラの基本設定の編集（Edit Directory Handler Basics）]ページで [編集（Edit）]メ
ニューを選択し、以下のいずれかの設定を選択します。

◦ディレクトリハンドラの基本設定（Directory Handler Basics）

◦発信者入力（Caller Input）

◦グリーティング（Greetings）

設定の編集が完了したら、ページを終了する前に [保存（Save）]を選択してください。

•ディレクトリハンドラを削除するには、次の手順を実行します。

[ディレクトリハンドラ（Directory Handlers）]ページで、削除するディレクトリハンドラを選択し
ます。

[依存関係の表示（ShowDependencies）]を選択して、削除するディレクトリハンドラに依存するデー
タベースオブジェクトを検索します。依存関係の検索結果から、影響を受けるオブジェクトのリン

クをたどって、依存関係を別のディレクトリハンドラに再割り当てします。

[選択項目の削除（Delete Selected）]を選択します。

システムアドミニストレーションガイド

12

通話管理

ディレクトリハンドラの設定



音声ディレクトリハンドラへのコールのルーティング

音声ディレクトリハンドラを設定する場合は、Cisco Unified Communications Managerから Unity
Connection音声ディレクトリに電話番号をルーティングするように Cisco Unified CMを設定する
方法について以下のタスクリストを参照してください。

ステップ 1 Cisco Unified Communications Manager Administrationで、音声タイプのディレクトリハンドラに使用する
ポートを、新しい回線グループに追加します。

ステップ 2 回線グループを新しいハントリストに追加します。

ステップ 3 そのハントリストを、音声タイプのディレクトリハンドラへのコールのルーティング先となる新しいハ

ントパイロットに追加します。

ステップ 4 Cisco Unity Connection Administrationで、音声タイプのディレクトリハンドラへコールをルーティングす
るための

ポートを設定します。

ステップ 5 Cisco Unified CMの設定の詳細については、Cisco Unified CMのマニュアルを参照してください。
このドキュメントは http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html
にあります。

インタビューハンドラ
インタビューハンドラは、録音された一連の質問を再生し、発信者から提供された回答を録音す

ることによって、発信者からの情報を収集します。

どのユーザがインタビューハンドラのメッセージを受信するか、メッセージにディスパッチ配信

のマークを付けるかどうか、メッセージに緊急のマークを付けるかどうか、およびメッセージが

残された場合にコールに対して次にどのようなアクションを実行するかを、指定することができ

ます。

インタビューハンドラが Unity Connectionの別のオブジェクトから参照されている場合（たとえ
ばコールハンドラの発信者入力キーによってそのインタビューハンドラにコールが転送される場

合）、そのインタビューハンドラの削除は、その別のオブジェクトの設定を変更して削除対象の

インタビューハンドラへの参照を削除してからでないと、実行できません。オブジェクトの設定

を最初に変更せずにインタビューハンドラを削除しようとすると、削除操作が失敗します。

1つ以上のコールハンドラから参照されているインタビューハンドラを削除する場合は、入力オ
プションに関する適切な情報が再生されるように、コールハンドラグリーティングを録音し直し

てください。
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インタビューハンドラの設定

Unity Connectionのインタビューハンドラを設定するには、インタビューハンドラの設定を定義
して保存します。

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで [コール管理（Call Management）]を展開し、[インタビューハンド
ラ（Interview Handlers）]を選択します。
[インタビューハンドラの検索（Search Interview Handler）]ページに、現在設定されているインタビュー
ハンドラが表示されます。

ステップ 2 インタビューハンドラを設定します（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）。

•インタビューハンドラを追加するには：

[インタビューハンドラの検索（Search InterviewHandlers）]ページで [新規追加（AddNew）]
を選択します。

[インタビューハンドラの新規作成（New Interview Handler）]ページで該当する設定を入力
し、[保存（Save）]を選択します。

•ディレクトリハンドラを編集するには、次の手順を実行します。

[インタビューハンドラの検索（Search Interview Handlers）]ページで、編集するインタビューハ
ンドラを選択します。一度に複数のシステムディレクトリハンドラを編集するには、該当する

チェックボックスをオンにして、[一括編集（Bulk Edit）]を選択します。必要に応じて設定を入
力し、[保存（Save）]を選択します。

•インタビューハンドラを削除するには：

[インタビューハンドラ（Interview Handlers）]ページで、削除するインタビューハンドラを
選択します。

[依存関係の表示（ShowDependencies）]を選択して、削除するインタビューハンドラに依存
するデータベースオブジェクトを検索します。依存関係の検索結果から、影響を受けるオブ

ジェクトのリンクをたどって、依存関係を別のインタビューハンドラに再割り当てします。

[選択項目の削除（Delete Selected）]を選択します。

ダイヤルプラン
パーティションおよびサーチスペースを使用すると、Unity Connection内のグローバルダイヤル/
メッセージアドレス指定スペースを分離できます。パーティションには、内線番号、名前、また
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は SMTPアドレスで識別可能なオブジェクトからなる論理グループが含まれます。サーチスペー
スには、パーティションの順序付きリストが含まれます。

Unity Connection のデフォルトのパーティションとサーチスペース
UnityConnectionサーバをインストールまたはアップグレードすると、パーティションに属するす
べてのオブジェクト（ユーザ、ユーザテンプレートなど）が <サーバ名>パーティションという
名前のパーティションに配置されます。同様に、サーチスペースを使用するように設定されたす

べてのオブジェクトは、<サーバ名>サーチスペースという名前のサーチスペースを使用します
（ここには唯一のメンバーとして<サーバ名>パーティションが含まれます）。また、すべてのテ
ンプレートは、該当する場合、このパーティションとサーチスペースを使用するように設定され

ます。したがって、デフォルトでは、UnityConnectionが使用するサーバ全体のパーティションと
サーチスペースは 1つだけです。デフォルトのパーティションおよびサーチスペースの名前を変
更したり削除したりすることができます。また、デフォルトのサーチスペースを編集して、説明

やパーティションメンバーシップを変更することもできます。

システムのデフォルトパーティションとデフォルトサーチスペースを変更しても、すでに作

成済みのオブジェクトやテンプレートは影響を受けません。

（注）

システムのデフォルトパーティションとデフォルトサーチスペースの変更

ステップ 1 CiscoUnityConnectionAdministrationで、[システム設定（SystemSettings）]を展開して、[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）]ページの [デフォルトパーティション（Default Partition）]
フィールドで、新しいデフォルトパーティションの名前を選択します。

ステップ 3 [デフォルトの検索範囲（Default Search Scope）]フィールドで、新しいデフォルトサーチスペースの名前
を選択し、[保存（Save）]を選択します。

パーティション

UnityConnectionでは、オブジェクトをグループ化する手段としてパーティションを作成します。
発信者やユーザはUnityConnectionと対話しながら、これらのオブジェクトをメッセージの宛先と
して指定したり、これらのオブジェクトにコールを発信したりできます。1つまたは複数のパー
ティションをグループ化して、1つのサーチスペースのメンバーとすることができます。また、
1つのパーティションを複数のサーチスペースのメンバーとすることもできます。パーティショ
ンには、次のタイプのオブジェクトが属します。
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•メールボックスを持つユーザ（プライマリ内線番号）

•ユーザの代行内線番号

•連絡先（VPIM連絡先を含む）

•システム同報リスト

•システムコールハンドラ

•ディレクトリハンドラ

•インタビューハンドラ

• VPIMロケーション

また、ユーザテンプレート、連絡先テンプレート、およびシステムコールハンドラテンプレー

トを使用して、類似するタイプの新しいオブジェクトのパーティションメンバーシップを設定す

ることもできます。

パーティションには、関連付けられた内線番号がないオブジェクト（一部の連絡先やシステム同

報リストなど）を含めることができますが、内線番号はパーティション内で一意にする必要があ

ります。オブジェクトの名前は、パーティション内で一意にする必要はありません。管理者が定

義する連絡先の電話番号も、パーティション内で一意にする必要はありません。

通常、オブジェクトは 1つのパーティションのメンバーだけになれます。ただし、あるユーザの
プライマリ内線番号を1つのパーティションに含め、さらに同じユーザの代行内線番号を別のパー
ティションに含めることは可能です。ユーザに対して定義されたユーザの別名がある場合は、ユー

ザの内線番号が含まれている各パーティション内でそのユーザの別名を使用できます。

一括編集モードで代行内線番号のパーティションを変更すると、ユーザのプライマリ内線番号

が代行内線番号として使用されます。プライマリ内線番号が変更されたパーティションにある

場合、内線番号重複についてエラーメッセージをスローします。

（注）

パーティションの設定

ここでは、Unity Connectionのパーティション設定、および設定の定義と保存について説明しま
す。パーティションを作成した後、さまざまなオブジェクト（ユーザやユーザテンプレートな

ど）をパーティションメンバーとして割り当てることができます。

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで [ダイヤルプラン（Dial Plan）]を展開し、[パーティション
（Partitions）]を選択します。 >

ステップ 2 [パーティションの検索（Search Partitions）]ページが表示され、現在設定されているパーティションが示
されます。

ステップ 3 パーティションを設定します（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）。
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パーティションを追加するには、[新規追加（Add New）]を選択します。•

[パーティションの新規作成（New Partition）]ページで、パーティションの名前を入力し、[保存
（Save）]を選択します。

[パーティションの編集（Edit Partition）]ページが表示されます。オプションで説明を追加して、[保
存（Save）]を選択できます。

パーティションの名前や説明は変更することができます。パーティションメンバーシップ

を変更するには、個々のメンバーオブジェクトを編集する必要があります。

（注）

•パーティションを編集するには、編集するパーティションを選択します。[パーティションの編集
（Edit Partition）]ページで、必要に応じて設定を変更し、[保存（Save）]を選択します。

•パーティションを削除するには、削除するパーティションの表示名の横にあるチェックボックスをオ
ンにします。[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。

パーティションが空の場合（パーティションのメンバーであるオブジェクトがない場合）、

およびパーティションがシステムのデフォルトパーティションとして設定されていない場

合は、パーティションを削除できます。空ではないパーティションを削除しようとすると、

そのパーティションは使用中であるため削除できないという警告が Unity Connectionから
表示されます。

（注）

サーチスペース

サーチスペースを使用すると、ユーザまたは外部発信者が Unity Connectionと対話するときに到
達可能なオブジェクト（ユーザや同報リストなど）の検索範囲を定義できます。たとえば、ユー

ザに適用される検索範囲は、そのユーザがメッセージの宛先に対して指定できるユーザ、同報リ

スト、または VPIM連絡先を特定します。また、ユーザに適用される検索範囲は、音声認識カン
バセーションの使用時にそのユーザが名前でダイヤルする方式で電話をかけることのできる、ユー

ザやシステム連絡先も特定します。

サーチスペースを使用して検索範囲を設定できるのは、次のタイプのオブジェクトです。

•メールボックスがあるユーザ

•ルーティングルール（直接ルーティングと転送ルーティングの両方）

•システムコールハンドラ

•電話ディレクトリハンドラ

•音声対応ディレクトリハンドラ

• VPIMロケーション

システムアドミニストレーションガイド
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また、ユーザテンプレート、連絡先テンプレート、およびシステムコールハンドラテンプレー

トを使用して、類似するタイプの新しいオブジェクトの検索範囲を設定することもできます。サー

チスペースは、1つまたは複数の順序付きパーティションで構成されます。

UnityConnectionが発信者のためにオブジェクトを検索するときには、サーチスペースでパーティ
ションが配列されている順序でパーティション内を検索します。内線番号はパーティション内で

一意にする必要がありますが、サーチスペース内では一意でなくても構いません。したがって、

サーチスペースを使用して、オーバーラップしている内線番号があるダイヤルプランを処理でき

ます。

VPIMとネットワーキングの概念については、ネットワーキングの章を参照してください。

自動受付のサーチスペースの例

ある組織がUnityConnectionサーバを設置し、カスタマーサービス部門へのコールを処理してユー
ザ宛てのボイスメッセージを受け付ける自動受付としてこのサーバをセットアップしました。こ

の組織の全従業員には、プライマリ内線番号として従業員パーティション内の内線番号が割り当

てられます。一方、カスタマーサービス部門の従業員には、代行内線番号としてカスタマーサー

ビスパーティション内の内線番号が割り当てられます。

Unity Connectionサーバには、次のサーチスペースおよび関連するパーティションメンバーシッ
プが設定されています。

パーティションメンバーシップ（リスト順）サーチスペース

従業員、カスタマーサービス従業員サーチスペース

カスタマーサービスカスタマーサービスサーチスペース

さらに、2つのルーティングルールが設定されています。最初のルーティングルールに基づく
と、外部発信者が Unity Connectionに電話をかけるときにはカスタマーサービスサーチスペース
を使用します。外部発信者とやり取りするシステムコールハンドラとディレクトリハンドラは、

カスタマーサービスサーチスペースを使用するように設定されます。2番目のルーティングルー
ルに基づくと、組織の従業員が組織内で互いに電話をかけるときには、すべての従業員が従業員

サーチスペースを使用します。

この例では、ユーザがUnityConnectionに電話をかけてサインインすると、社内の任意の他のユー
ザをメッセージの宛先として指定したり、他のユーザに電話をかけたりできます。ただし、外部

発信者が Unity Connectionに電話をかけて自動受付にアクセスした場合は、カスタマーサービス
パーティション内の代行内線番号が割り当てられている従業員だけにアクセスできます。

複数サイトのサーチスペースの例

ある組織に、デジタルネットワークで接続された 3つの Unity Connectionロケーションがありま
す。これらのロケーションはHeadquarters、Regional-East、Regional-Westの 3つのサイトに対応し
ています。
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設定は次のとおりです。

• Unity Connectionには、次のサーチスペースおよび関連するパーティションが設定されてい
ます。

パーティションメンバーシップ（リスト順）サーチスペース

HQ、Primary、RE、RWHeadquarters-SS

RE、PrimaryRegional-East-SS

RW、PrimaryRegional-West-SS

•次のユーザアカウントが設定されています。

代行内線番号および

パーティション

プライマリ内線番号

およびパーティショ

ン

ユーザのサー

チスペース

ホームサーバユーザ

3001、HQ85553001、PrimaryHeadquarters-SSHeadquartersAlex Abade

3002、HQ85553002、PrimaryHeadquarters-SSHeadquartersChris Brown

3001、RE82223001、PrimaryRegional-East-SSRegional-EastPat Smith

3002、RE82223002、PrimaryRegional-East-SSRegional-EastShannon
Johnson

3001、RW87773001、PrimaryRegional-West-SSRegional-WestRobin Smith

3333、RW87773333、PrimaryRegional-West-SSRegional-WestTerry Jones

• Headquartersサーバ上には、VPIMロケーションとして設定されたVPIMサーバ（VPIM-South）
があります。この VPIMロケーションは、8468という Dial IDを持ち、ブラインドアドレス
宛先検索を許可するように設定されています。また、Primaryパーティションに属し、
Headquarters-SSサーチスペースを使用するように設定されています。

•各サーバのAttempt Sign In直接ルーティングルールとAttempt Forward転送ルーティングルー
ルは、そのサーバ上のユーザと同じサーチスペースを使用するように設定されています（た

とえば、Headquartersサーバ上のルールでは、Headquarters-SSサーチスペースが使用されま
す）。

この例では、あるサイトのユーザは 4桁の内線番号を使用して、同じサイト内の他のユーザをア
ドレス指定できます。ユーザは、8468に続けてリモートシステムのメールボックス番号を入力す
ることで、VPIMメールボックスに対してメッセージのブラインドアドレス宛先検索を行うこと
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ができます。VPIM-South VPIMロケーションに存在するユーザから送信されるメッセージを、
HQ、Primary、RE、RWの各パーティション内のどのユーザにも配信できます。

サーチスペースが機能する仕組み

サーチスペースは、次のコンポーネントに適用されます。

•ユーザ：ユーザは、各自の検索範囲として定義されているサーチスペースに属するパーティ
ション内のオブジェクトだけにアクセスできます。このサーチスペースには、ユーザのプラ

イマリ内線番号または代行内線番号を持つパーティションが含まれている必要はありませ

ん。

ユーザがメッセージの宛先を内線番号で指定する場合、サーチスペース内の異なるパーティショ

ン内にオーバーラップする内線番号があれば、UnityConnectionは、サーチスペース内のそれらの
パーティションをCiscoUnityConnectionAdministrationの [割り当てられたパーティション（Assigned
Partitions）]リストに示されている順序で検索し、最初に見つかった結果を返します。

ユーザの検索範囲は、次の操作でそのユーザが到達できるオブジェクトを定義します：ユーザが

内線番号または名前でメッセージをアドレス指定する際、プライベート同報リストにメンバーを

追加する際、宛先指定優先リストに名前を追加する際、名前を呼び出して別のユーザに発信する

際、VPIMの連絡先にメッセージのアドレスを指定する際、およびVPIMロケーションにメッセー
ジのアドレスをブラインド指定する際。

•コールルーティングルール：Unity Connectionに着信があると、まずそのコールは該当する
ルーティングテーブルと照合されます。使用されるテーブルは、発信者が Unity Connection
に直接ダイヤルしたか、内線番号から転送されたかによって異なります。Unity Connection
が、コールのパラメータに基づいて適切なテーブルでコールをルーティングルールに対応付

けると、ルーティングルールの設定によってコールの初期検索範囲が決まります。

適切な検索範囲をコールルーティングルールに簡単に設定するには、ルーティングルールの条

件を設定し、着信コールのポート、電話システム、宛先番号などの基準でルールを選択します。

複数のパーティションと複数のサーチペースを設定する場合は、各コールルーティングルール

に設定されている検索範囲の影響について慎重に考慮する必要があります。コールルーティング

ルールでの検索範囲の設定に関して、次の考慮事項に注意してください。

• Unity Connectionは、コールの初期検索範囲として定義されているサーチスペースを使用し
て、いずれかのユーザからのコールかどうかを識別します。ユーザからのコールである場合

は、どのユーザであるかを識別します。ユーザが、あるパーティション内の内線番号から電

話をかけ、そのパーティションがコールの初期検索範囲として設定されているサーチスペー

スのメンバーでない場合、そのコールはそのユーザからのものであると識別されません。

ユーザの内線番号が、このサーチスペースに表示される別のパーティション内の内線番号と

オーバーラップする場合、その通話は、Unity Connectionがパーティションをサーチスペー
スでの表示順で検索した際に最初に見つかったオブジェクトからのものと識別されます。

•ユーザが Unity Connectionに電話をかけてサインインするとき、サインインプロセスが正常
に完了するまでは、そのユーザプロファイルで定義されたサーチスペースがそのユーザの

検索範囲として設定されません。
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•システム同報リスト：各同報リストにはパーティションが割り当てられるので、同報リスト
にメッセージを送信する際のユーザアクセスを制限するためにサーチスペースを使用でき

ます。特定のユーザグループの検索範囲に含まれないパーティションに同報リストを割り当

てると、それらのユーザはその同報リストを見つけることができず、それをメッセージ宛先

として指定できなくなります。たとえば「Distribution Lists Partition」という新しいパーティ
ションを作成し、そのパーティションを使用するように allvoicemailusers、
allvoicemailenabledcontacts、および undeliverablemessagesを設定できます。これらのリストに
送信するためのアクセス権限を特定のユーザに与えるには、デフォルトのパーティションと

「Distribution Lists Partition」の両方を含む新しいサーチスペースを作成し、そのサーチス
ペースをそれらのユーザの検索範囲として割り当てます。

•システムコールハンドラ：Unity Connectionはコールハンドラ検索範囲を使用して、コール
ハンドラからユーザ、システム連絡先、および VPIMロケーションのリモート連絡先にダイ
ヤルされた内線番号を照合します。（前のハンドラまたはコールルーティングルールから

の）コールに関する設定済み検索範囲を継承するようにハンドラの検索範囲を設定すること

も、特定の検索範囲を使用するように設定することもできます。

•ディレクトリハンドラ：Unity Connectionはディレクトリハンドラの検索範囲を使用して、
そのディレクトリハンドラに到達した発信者に対して検索または再生を許可するオブジェク

トを定義します。電話ディレクトリハンドラの場合、サーバ全体、特定のサービスクラス、

システム同報リスト、またはサーチスペース（コールから継承したもの、またはディレクト

リハンドラに関して指定したもの）を範囲として設定できます。音声対応ディレクトリハ

ンドラの場合、サーバ全体またはサーチスペース（コールから継承したもの、またはディレ

クトリハンドラに関して指定したもの）を範囲として設定できます。

発信者がディレクトリハンドラで特定の名前を検索するとき、ディレクトリハンドラの範囲とし

てサーチスペースが設定されていれば、UnityConnectionはそのサーチスペースの各パーティショ
ン内を検索し、その名前と一致するオブジェクトをすべて含むリストを返します。

•インタビューハンドラ：各インタビューハンドラはパーティションに関連付けられるので、
それをサーチスペースに含めることができ、発信者はカンバセーションの他の部分からイン

タビューハンドラにアクセスできます。インタビューハンドラは、ユーザまたはその他の

オブジェクトへのダイヤルや宛先指定に関与しないため、検索範囲が定義されていません。

•ネットワーキング：Unity Connectionサーバとその他の Unity Connectionロケーションがネッ
トワーク接続されている場合、サーバ上に設定されているパーティションとサーチスペース

が、ネットワーク上の他のすべてのUnityConnectionロケーションにレプリケートされます。
1つの Unity Connectionネットワークは、最大で 10Kのパーティションと 10Kのサーチス
ペースをサポートし、これらはネットワーク内のすべてのロケーションで共有されます。

• VPIMロケーション：各VPIMロケーションは 1つのパーティションに属しています。VPIM
ロケーションがブラインドアドレス宛先検索を許可している場合、そのロケーションが属す

るパーティションがユーザのサーチスペースに含まれていれば、ユーザはリモートVPIMシ
ステム上のユーザに対してブラインドアドレス宛先検索を行うことができます。ブラインド

アドレス宛先検索を行う場合、ユーザが指定するメッセージの宛先は、VPIMロケーション
の Dial IDにリモートユーザのメールボックス番号を続けたものになります（たとえば、
VPIMロケーション 555にあるメールボックス 1000に到達するには、5551000をメッセージ
の宛先に指定します）。
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VPIMロケーションが連絡先を自動作成できるように設定されている場合、VPIMロケーションの
パーティションは、自動的に作成された VPIM連絡先のパーティションとして使用されます。ま
た、VPIM連絡先のパーティションを、関連付けられている VPIMロケーションに関係なく変更
できます。各 VPIMロケーションには検索範囲も設定されています。Unity Connectionが VPIMロ
ケーションの送信者からメッセージを受信すると、UnityConnectionはそのロケーションの検索範
囲として定義されているサーチスペース内を検索し、[宛先（To:）]アドレスフィールドの内線
番号と Unity Connectionユーザを照合して、メッセージの受信者を判別します。

•管理者定義連絡先：管理者が定義した各連絡先は、1つのパーティションに属しています。
発信者がボイスコマンドで電話をかけるときに使用できる電話番号が連絡先で設定されてい

る場合、連絡先のパーティションが自分のサーチスペースに含まれている音声認識ユーザ

は、連絡先に電話をかけることができます。このパーティションが自分のサーチスペースに

含まれていないユーザは、連絡先に電話をかけることができません。さらに、このパーティ

ションが含まれるサーチスペースを検索範囲として使用/継承する音声対応ディレクトリハ
ンドラに到達する発信者は、その連絡先に到達できます（またはディレクトリハンドラ検索

範囲としてサーバ全体が設定されている場合も同じです）。

サーチスペースの設定

ここでは、UnityConnectionのサーチスペースの設定、および設定の定義と保存について説明しま
す。

ステップ 1 CiscoUnity ConnectionAdministrationで [ダイヤルプラン（Dial Plan）]を展開し、[サーチスペース（Search
Spaces）]を選択します。

ステップ 2 サーチスペースを設定します（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）。

•新しいサーチスペースを追加するには、[新規追加（Add New）]を選択します。

[サーチスペースの新規作成（New Search Space）]ページで、サーチスペースの名前を入力し、[保
存（Save）]を選択します。

[サーチスペースの編集（Edit Search Space）]ページで、サーチスペースの説明を入力し、[保存
（Save）]を選択します。

•サーチスペースを編集するには、編集対象のサーチスペースの名前を選択します。[サーチスペー
スの編集（Edit Search Space）]ページで、必要に応じて設定を変更し、[保存（Save）]を選択しま
す。

•サーチスペースを削除するには、削除するサーチスペースの表示名の横にあるチェックボックスを
オンにします。[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。

サーチスペースを使用しているオブジェクトがあっても、そのサーチスペースを削除でき

ます。ただしこの場合、置換サーチスペースを選択する必要があります。削除されたサー

チスペースに検索範囲が設定されているオブジェクトは、代わりに置換サーチスペースを

使用するように変更されます。

（注）
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• 50以上のサーチスペースを同時に削除することはできません。

コールルーティング
コールルーティングは、着信コールをオペレータまたは特定のユーザ、コールハンドラ、ディレ

クトリハンドラ、またはインタビューハンドラに転送するために使用されます。また、サブスク

ライバをサブスクライバログインカンバセーションに転送するためにも使用されます。

デフォルトのコールルーティングルール

UnityConnectionには、ユーザからのコールと識別できない発信者からのコールを処理するコール
ルーティングテーブルが 2つがあります。1つは直接コール用、もう 1つは転送コール用です。

1 直接ルールは、Unity Connectionに直接ダイヤルしたユーザからのコールと、識別できない発
信者からの直接コールを処理します。事前定義済みの直接ルーティングルールには、次のもの

があります。

•サインイン試行：ユーザからのコールが、ユーザサインインカンバセーションにルーティ
ングされます。

Unity Connection 10.0(1)以降では、ユーザがサインイン試行でログインしたと
きに、ビデオグリーティングとオーディオグリーティングの両方の再生と記

録を行うことができます。

（注）

•ガイダンス：識別できない発信者からのコールが、ガイダンスにルーティングされます。

2 転送コール用のルールは、ユーザの内線番号、または

ユーザアカウントが関連付けられていない内線番号から Unity Connectionに転送されたコールを
処理します。事前定義済みの

転送ルーティングルールには、次のものがあります。

•転送試行：ユーザの内線に転送されたすべてのコールが、ユーザのグリーティングにルー
ティングされます。
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Unity Connection 10.0(1)以降では、コールに対して応答がない場合、発信ユー
ザはビデオグリーティングとオーディオグリーティングの両方を再生できま

す。

（注）

•ガイダンス：ユーザアカウントに関連付けられていない内線から転送されたコールが、ガイ
ダンスにルーティングされます。

それぞれのルーティングテーブルに追加したルールと、サインイン試行ルールおよび転送試行

ルールとの相対的な順序を変更することができます。ただし、どちらのテーブルでもガイダンス

ルールは必ず最後のエントリになります。事前定義されたルールは削除できません。

新しいルールを作成するときには、コールのルーティングに使われる条件のみを指定する必要が

あります。ページ上の他のフィールドを空白のままにできます。空白のフィールドはすべてに一

致するためです。

コールルーティングルールの設定

ここでは、Unity Connectionのコールルーティングルールの設定、およびルーティングルール設
定の定義と保存について説明します。

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで [コール管理（Call Management）]を展開し、[コールルーティング
（Call Routing）]を選択します。

•直接コールに関するルーティングルールを設定するには、[直接ルーティングルール（Direct Routing
Rules）]を選択します。[直接ルーティングルール（Direct Routing Rules）]ページに、デフォルトの
ルーティングルールと現在設定されているルーティングルールが表示されます。

•転送コールに関するルーティングルールを設定するには、[転送ルーティングルール（Forwarded
Routing Rules）]を選択します。[転送ルーティングルール（Forwarded Routing Rules）]ページに、デ
フォルトのルーティングルールと現在設定されているルーティングルールが表示されます。

ステップ 2 直接ルーティングルールまたは転送ルーティングルールを設定します（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）。

•ルーティングルールを追加するには、[新規追加（Add New）]を選択します。

[直接ルーティングルールの新規作成（New Direct Routing Rule）]ページまたは [転送ルーティング
ルールの新規作成（New Forwarded Routing Rule）]ページで適切な設定を入力し、[保存（Save）]を
選択します。

ルーティングルール条件を追加するには、[ルーティングルールの編集（Edit Routing Rule）]ページ
の [新規追加（Add New）]を選択します。

ルーティングルールの条件設定を編集し、[保存（Save）]を選択します。
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•ルーティングルールを削除するには、次の操作を実行します。

[連絡先の検索（Search Contacts）]ページで、削除するルーティングルールを選択します。

[選択項目の削除（Delete Selected）]を選択します。

コールルーティングテーブル

コールルーティングテーブルは、着信コールをオペレータ、特定のユーザ、コールハンドラ、

ディレクトリハンドラ、またはインタビューハンドラにルーティングするために使用されます。

また、ユーザをユーザサインインカンバセーションにルーティングするためにも使用されます。

それぞれのルーティングテーブルで、新しいルールの追加およびルールの順序の変更ができま

す。それぞれのルーティングテーブルに追加したルールに対する、サインイン試行ルールと転送

試行ルールの順序を変更できますが、どちらのテーブルでもガイダンスルールは必ず最後のエン

トリになります。事前定義されたルールは削除できません。

コールルーティングテーブルは、Cisco Unity Connectionに格納されている通話情報に基づいて着
信コールを転送できるようにする一連のルールで構成されています。この情報には、発信側の電

話番号（ANIまたは発信者 ID）、通話が着信するトランクまたはポート、ダイヤルされた電話番
号（DNIS）、転送元内線番号、スケジュールなどが含まれます。

UnityConnectionはコールを受信すると、まず、電話システムによって送信されたコール情報に基
づいて、このコールが直接コールか転送コールかを判別します。次に、適切なコールルーティン

グテーブルを適用します。コール情報が、最初のルールのすべての条件に一致する場合、その

コールはルールで指定されたとおりにルーティングされます。最初のルールで指定された条件の

いずれかが一致しなかった場合、コール情報は 2番目の条件と比較されます。コールのすべての
特性が一致するルールが見つかるまで、これを繰り返します。

電話システムとUnityConnection間の統合により、提供される通話情報（コール種別、ポート、ト
ランク、発信者番号、宛先番号など）が決定されます。スケジュールは、コールを受信した日付

と時間によって決まります。

次の例は、Unity Connectionのコールルーティングテーブルを使用して通話を転送する方法を示
しています。

例 1

以下の表では、オペレータルール設定で指定されている条件に一致する通話（平日スケジュール

がアクティブになっているときに受信された直通の外線）がオペレータに転送されます。この条

件に一致しない通話は、テーブル内の他のコールルーティングルールのいずれかの指定に従って

転送されます。この例では、週末に受信したすべての直接外線コールは、ガイダンスコールルー

ティングルールに従ってガイダンスにルーティングされます。
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表 1：直接コールのコールルーティングテーブル

コールの送信先スケ

ジュー

ル

ポー

ト

電話

シス

テム

発信者

番号

ダイヤ

ル番号

ス

テー

タス

ルール

オペレータへの転送を試行平日

（Weekdays）
任意

（Any）
任意

（Any）
任意

（Any）
任意

（Any）
アク

ティ

ブ

（Active）

演算子

サインイン試行常に

（Always）
任意

（Any）
任意

（Any）
任意

（Any）
任意

（Any）
アク

ティ

ブ

（Active）

サインイン試

行

オペレーティンググリーティ

ングへの転送を試行

常に

（Always）
任意

（Any）
任意

（Any）
任意

（Any）
任意

（Any）
アク

ティ

ブ

（Active）

ガイダンス

例 2

以下の表では、特定の内線番号（1234および5678）から転送されたコールは、それぞれ製品情報
ルールおよびカスタマーサービスルールに従って転送されます。最初の 2つのルールのいずれの
内線番号（つまり、転送元内線番号）とも一致しない通話は、残りの 2つのルールに従って転送
されます。

表 2：転送コールのコールルーティングテーブル

コールの送信先スケ

ジュー

ル

ポー

ト

電話シ

ステム

転送元

内線番

号

発信

者番

号

ダイ

ヤル

番号

ス

テー

タス

ルール

カスタマーサービスへの

転送を試行

常に

（Always）
任意

（Any）
任意

（Any）
5678任意

（Any）
任意

（Any）
アク

ティ

ブ

（Active）

カスタマー

サービス

製品情報のグリーティン

グを再生

常に

（Always）
任意

（Any）
任意

（Any）
1234任意

（Any）
任意

（Any）
アク

ティ

ブ

（Active）

製品情報
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コールの送信先スケ

ジュー

ル

ポー

ト

電話シ

ステム

転送元

内線番

号

発信

者番

号

ダイ

ヤル

番号

ス

テー

タス

ルール

転送試行常に

（Always）
任意

（Any）
任意

（Any）
任意

（Any）
任意

（Any）
任意

（Any）
アク

ティ

ブ

（Active）

転送試行

オペレーティンググリー

ティングへの転送を試行

常に

（Always）
任意

（Any）
任意

（Any）
任意

（Any）
任意

（Any）
任意

（Any）
アク

ティ

ブ

（Active）

ガイダンス

「次のコールルーティングルールからルーティング」アクションが

設定されたルーティングルールの使用

ユーザプロファイルまたはコールハンドラで、[次のコールルーティングルールからルーティン
グ（Route from Next Call Routing Rule）]アクションをコールに適用するように、グリーティング
後のアクション、メッセージ再生後のアクション、または発信者の入力キーのアクションを設定

できます。このアクションでは、Cisco Unity Connectionは適切なコールルーティングテーブル
（コールを電話システムから受信した方法に応じて直接または転送）に従って、Cisco Unity
Connectionで以前にコールに適用したルールの直後のルールからコールの処理を続行します。す
でにテーブルの最後のルールに従ってコールが処理されていた場合は、最後のルールが再び適用

されます。

たとえば、CiscoUnityConnectionに直接着信したか内線から転送されたかにかかわらず、CiscoUnity
Connectionですべての発信者に対して標準グリーティングまたは法規上の免責事項を必ず再生す
る必要が生じることがあります。グリーティングを再生した後で初めて、発信者が他の何らかの

アクション（メッセージを残す、サインインするなど）を実行できるようにするには、次のタス

クを行います。

1 新しいコールハンドラを作成して、オプショングリーティングとしてメッセージを録音しま

す。

2 オプショングリーティングを有効にして、グリーティング中の発信者の入力を無視するように

設定します。次に、[次のコールルーティングルールからルーティング（Route from Next Call
Routing Rule）]コールアクションを使用してグリーティング後のアクションを設定します。

3 すべての直接コールを新しいコールハンドラに転送する、新しい直接コールルーティングルー

ルを追加します（[グリーティングへ直接移行する（Go Directly to Greetings）]を選択）。この
ルールが、直接コールルーティングテーブルの最上部に現れるようにします。
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4 すべての転送コールを同じ新しいコールハンドラに転送する、新しい転送コールルーティン

グルールを追加します（ここでも、[グリーティングへ直接移行する（GoDirectly toGreetings）]
を選択）。このルールが、転送コールルーティングテーブルの最上部に現れるようにします。

このようにシステムを設定すると、発信元やシステムへの着信方法にかかわらず、すべてのコー

ルでこのグリーティングが完全に再生されます。その後、元の宛先に直接進みます。

規制テーブル
規制テーブルを使用して、ユーザおよび管理者が次の目的で使用できる電話番号または URIを制
御できます。

•コールの転送。ユーザがコールを転送するために入力できる番号またはURIと、外部発信者
が発信者のシステム転送を使用するときに入力できる番号または URIの両方を制御できま
す。

• Media Playerで録音/再生デバイスとして電話が指定されている場合は、CiscoUnityConnection
アプリケーションからの電話による録音および再生。

•ファクス機へのファクスの配信。

•メッセージ通知の送信。

•ユーザ定義の代行内線番号の作成（UnityConnectionがユーザに代わって自動的に追加するた
めに提供する内線番号を含む）。

たとえば、ユーザがコールを転送できる宛先を内線だけに指定したり、ファクスの送信先を市内

電話番号だけに指定できます。（ユーザがUnityConnectionと対話していないときに電話機から直
接ダイヤルできる電話番号は、規制テーブルの影響を受けません）。

各サービスクラスでは、そのメンバーに対して、通話転送用、メッセージ通知用、およびファク

ス送信用に 1つずつ規制テーブルが指定されています。この 3つすべてに対して同じ規制テーブ
ルを使用することも、それぞれ異なる規制テーブルを使用することもできます。

規制テーブルが機能する仕組み

ユーザがMessaging Assistantまたは Unity Connectionカンバセーションを使用して着信転送、メッ
セージ通知、ファクス送信の電話番号を変更しようとしたとき、またはサインインしたユーザが

UnityConnectionカンバセーションを使用して指定の番号へのユーザシステム転送を実行したとき
に、UnityConnectionはユーザのサービスクラスに関連付けられている規制テーブルを適用して、
入力された電話番号が許可されることを確認します。

たとえば、ユーザがメッセージ通知デバイスをセットアップするためにUnityConnectionMessaging
Assistantを使用して電話番号を入力すると、UnityConnectionはそのユーザのサービスクラスに関
連付けられている規制テーブルを適用し、入力された電話番号が許可されていない場合はエラー

メッセージを表示します。ただし、管理者がCisco Unity Connection Administrationを使用してユー
ザのメッセージ通知番号を変更したときには、UnityConnectionはその番号に規制テーブルを適用
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しません。そのため、必要な場合、管理者が特定のユーザのサービスクラスの制限を無効にでき

ます。

User-Defined and Automatically-Added Alternate Extensions規制テーブルは、Cisco Personal
Communications Assistantなどのインターフェイスや APIコールを通じて代行内線番号を作成する
ためにユーザが使用できる番号を規制するという点で、他の規制テーブルと同じように機能しま

す。また、ユーザがある番号からUnityConnectionに頻繁にコールしてサインインする場合、その
番号が代行内線番号として提供されないように規制することもできます（このテーブルにはExcluded
Extensions for Automatically-AddedAlternate Extensionsという名前が付けられます。これはCisco PCA
でユーザが自分用に作成した代行内線番号には適用されません）。他の規制テーブルとは異なり、

この規制テーブルはすべてのユーザに適用されるため、特定のサービスクラスには関連付けられ

ません。さらには、管理者が Unity Connection Administrationを使用してユーザ定義の代行内線番
号を変更したときにもこのテーブルが適用されますが、管理者が管理者定義の代行内線番号を入

力または変更する場合には適用されません。

規制テーブルの各行は、ダイヤルストリングで構成されます。各ダイヤル文字列は、コールパ

ターン、およびそのコールパターンと一致する番号に発信できるかどうかを指定する設定で構成

されます。ほとんどの場合、規制テーブルが適用されるのは、UnityConnectionが転送や送信を完
了しようとするときではなく、規制テーブルで制御される番号をユーザが変更しようとしたとき

です。（未認証の発信者が指定する番号への転送を許可する）発信者システム転送の場合、Unity
Connectionは指定された番号をデフォルトシステム転送テーブルと照合します。デフォルトでは、
不正通話と不正使用を防止するために、このテーブルによってすべての番号がブロックされます。

規制テーブルが番号（メッセージ通知用のポケットベル番号など）に適用されると、UnityConnection
によって、番号が規制テーブル内の最初のダイヤルストリングのダイヤルパターンと比較されま

す。番号がダイヤルパターンと一致しない場合、UnityConnectionではその番号が 2番目のダイヤ
ルストリング内のダイヤルパターンと比較されます。一致が見つかるまで、この処理が続けられ

ます。一致するダイヤルパターンが見つかると、Unity Connectionはダイヤル文字列での指定に
従って、その番号へのコールを許可または禁止します。

規制テーブルは、一般的に、次の番号へのコールを許可または禁止するために使用されます。

•特定の番号（内線番号など）

•特定の長さよりも長いまたは短い番号

•特定の桁数または桁数パターンを含む番号（外部アクセスコードとそれに続く長距離アクセ
スコードなど）

たとえば、以下の規制テーブルはほとんどの長距離電話番号を制限しますが、「91」で始まる内
線番号は許可します。この場合、ユーザが転送番号として「9123」を入力すると、UnityConnection
はまず、この番号をダイヤル文字列 0のコールパターンと比較します。このコールパターンで
は、「91」で始まり、そのあとに 7桁以上の数字が続くすべての番号が規制されます。入力され
た番号はダイヤルパターンと一致しないため、Unity Connectionは次にこの番号をダイヤルスト
リング 1と比較します。このコールパターンでは、「9011」で始まり、そのあとに 7桁以上の数
字が続くすべての番号が規制されます。最後に、UnityConnectionはこの番号を最後のダイヤルス
トリング（任意の長さのすべての番号と一致するワイルドカード文字を含む）と比較します。こ

のダイヤルストリングの [この番号でダイヤルを許可（Allow this string）]フィールドは [はい
（Yes）]に設定されているため、Unity Connectionはこの番号の使用を許可します。
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表 3：例 1

この番号でダイヤルを許可ダイヤルパターンダイヤルストリング

×91???????*0

×9011???????*1

○*2

以下の規制テーブルは、長距離電話番号と、4桁よりも短い番号を規制します。この例では、「9」
が電話システムの外部アクセスコードであり、「1」が長距離アクセスコードです。ダイヤル文
字列 0は、「91」で始まる任意の番号を制限します。一方、4桁より短い番号は、ダイヤル文字
列 2によって規制されます。このため、この規制テーブルによって許可される番号は、長距離電
話番号でない 4桁以上の番号だけとなります。

表 4：例 2

この番号でダイヤルを許可ダイヤルパターンダイヤルストリング

×91*0

○????*1

×*2

さらにUnity Connection 10.5(1)以降では、URIのコールパターンを制限することもできます。
たとえば、ユーザ部分が「abc」で始まり、ホスト名「dummy.com」に属するコールパターン
（abc*@dummy.comなど）を規制できます。

（注）

デフォルトの規制テーブル

UnityConnectionには、次の事前定義済みの規制テーブルが用意されています。これらのテーブル
は（名前の変更を含めて）編集可能ですが、削除できません。デフォルトでは、上記のいずれの

規制テーブルでも、長距離電話番号へのアクセスは禁止されています。

Unity Connection 10.5以降では、URIと電話番号を制限できます。（注）

ファクス配信用の番号を制限します。デフォルトのファク

ス（Default Fax）
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メッセージ通知用の番号を制限します。また、Media Playerで録音および
再生デバイスとして電話機が選択されている場合は、Unity Connectionが
ダイヤルするユーザの内線番号も規制されます。

デフォルトの発信ダ

イヤル（Default
Outdial）

識別できない発信者を指定した番号に転送するための発信者システム転送

に使用できる番号を制限します。たとえば、発信者は Unity Connection
ユーザに関連付けられていないロビーまたは会議室の電話にダイヤルしよ

うとする場合があります。この規制テーブルではデフォルトで、Unity
Connectionがいずれの番号にもダイヤルできないように設定されていま
す。

デフォルトのシステ

ム転送（Default
System Transfer）

通話転送用の番号を制限します。デフォルトの転送

（Default Transfer）

Cisco Personal CommunicationsAssistantなどのインターフェイスやAPIコー
ルを通じて、自分用の代行内線番号を作成するために使用できる番号を規

制します。また、電話番号が代行内線番号として提供されることを規制し

ます。たとえば、ロビーや会議室の内線番号をブロックすると、これらの

共有電話から頻繁に Unity Connectionに電話をかけるユーザに対して、そ
の番号を代行内線番号として追加するプロンプトが自動的には表示されま

せん。

ユーザが定義した代

行内線番号

（User-Defined
Alternate Extensions）
と自動的に追加され

た代行内線番号

（Automatically-Added
Alternate Extensions）

電話番号が代行内線番号として提供されることを規制します。たとえば、

ロビーや会議室の内線番号を追加すると、これらの共有電話から頻繁に

Unity Connectionに電話をかけるユーザに対して、その番号を代行内線番
号として追加するプロンプトが自動的には表示されません。

動追加される代行内

線番号から除外する

内線番号（Excluded
Extensions for
Automatically Added
Alternate Extensions）

規制テーブルの設定

事前定義済みの規制テーブルを編集できます。また、新しい規制テーブルを 100個まで作成でき
ます。さらに、100個までのダイヤルストリングをテーブルに追加できます。新規ダイヤル文字
列は、自動的に規制テーブルのダイヤル文字列 0に挿入されます。Unity Connectionではダイヤル
ストリング 0から順番に規制テーブルのダイヤルパターンと電話番号が比較されるため、ダイヤ
ルストリングの順序が非常に重要であることに注意してください。番号が複数のダイヤルパター

ンと一致する場合、その番号は最初に一致したダイヤルパターンに従って処理されます。

ダイヤルパターンを指定するときに、特定の番号を入力することも、次の特殊文字をワイルド

カードとして使用することもできます。

ゼロ個以上の英数字文字列に一致します。*
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厳密に 1つの数字または 1つの文字に一致します。?は、1個の数字のプレースホルダとし
て使用します。

?

電話機の #キーに相当します。#

すべての規制テーブルには、最後のダイヤル文字列のコールパターンとして *がデフォルトで設
定されています。このコールパターン設定は編集できません。これは、入力された番号がテーブ

ル内のどのコールパターンにも一致しない状況を回避するためです。ただし、このダイヤル文字

列の [ブロック（Blocked）]フィールドを変更し、ある番号を許可または禁止することは可能で
す。

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、[システム設定（System Settings）]を展開して、[規制テーブル
（Restriction Tables）]を選択します。 >
[規制テーブルの検索（SearchRestrictionTables）]ページが表示され、現在設定されている規制テーブルが
示されます。

ステップ 2 規制テーブルを設定します（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）。

•規制テーブルを追加するには、次の手順を実行します。

[規制テーブルの検索（Search Restriction Tables）]ページで [新規追加（Add New）]を選択し
ます。

[規制テーブルの新規作成（New Restriction Table）]ページで、必要なフィールドに値を入力
します。

[規制テーブルの編集（EditRestrictionTable）]ページで、パターンを規制テーブルに追加し、
[保存（Save）]を選択します。

•規制テーブルを編集するには、次の手順を実行します。

[規制テーブルの検索（Search Restriction Tables）]ページで、編集する規制テーブルを選択し
ます。

[規制テーブルの編集（Edit Restriction Table）]ページで、適切に設定を変更します。

パターンの順序を変更するには [順序の変更（Change Order）]を選択します。パターンをリ
スト内で移動するには、[規制パターンの順序の変更（Change Restriction Pattern Order）]ペー
ジでパターンを選択し、必要に応じて上向き矢印または下向き矢印を選択します。

変更が終了したら、[保存（Save）]を選択します。

•規制テーブルを削除するには、次の手順を実行します。

[規制テーブルの検索（Search Restriction Tables）]ページで、削除する規制テーブルの表示名
の横にあるチェックボックスをオンにします。
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[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。

削除する規制テーブルがサービスクラスから参照されている場合は、エラー

メッセージが表示されます。この参照を調べて削除するまでは、規制テーブ

ルを削除できません。

（注）

スケジュール
UnityConnectionでは、スケジュールを使用して、適用するユーザ転送ルールや再生するユーザグ
リーティングを決定します。ユーザを追加する前に、ユーザテンプレートで指定されているアク

ティブなスケジュールを確認する必要があります。別のスケジュールを指定するには、既存のユー

ザテンプレートを編集するか、新しいユーザテンプレートを作成する必要があります。

ユーザテンプレートで指定されているアクティブなスケジュールを変更した場合、そのテン

プレートに基づく既存のユーザは変更後の新しいスケジュールに割り当てられません。

（注）

既存のスケジュールを編集すると、更新後のスケジュールは新規および既存のユーザの両方に適

用されます。したがって、ユーザアカウントの作成前でも作成後でもスケジュール設定を編集で

きます。さらに、いつでもユーザを別のスケジュールに再割り当てすることができます。

デフォルトのスケジュール

UnityConnectionには、次のスケジュールが事前に定義されています。これらのスケジュールを編
集できますが、削除することはできません。

•終日（AllHours）：このスケジュールは、休日なしで週 7日、毎日 24時間アクティブになる
ように設定されています。このスケジュールに従うルーティングルールは常にアクティブに

なります。また、このスケジュールを使用するコールハンドラが時間外転送設定を使用した

り、時間外グリーティングを再生したりすることは決してありません。

•平日（Weekdays）：このスケジュールは、月曜日から金曜日まで、（Unity Connectionサー
バのタイムゾーンで）午前 8時から午後 5時までアクティブになるように設定されていま
す。また、デフォルトの休日スケジュールに設定されている日時にも従います。

•音声認識更新（Voice Recognition Update）：このスケジュールでは、保留中の変更がある場
合に Unity Connection音声認識トランスポートユーティリティが音声認識の名前文法を自動
的に再構築する日時を指定します。デフォルトで、このスケジュールではすべての曜日と時

間が有効ですが、多数の名前を再構築するとシステムパフォーマンスに悪影響が及びます。
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スケジュールの設定

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、[システム設定（System Settings）]を展開して、[スケジュール
（Schedules）]を選択します。
[スケジュールの検索（Search Schedules）]ページが表示され、現在設定されているスケジュールが示され
ます。

ステップ 2 スケジュールを設定します（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）。

•スケジュールを追加するには：

[スケジュールの検索（Search Schedules）]ページで [新規追加（Add New）]を選択します。

[スケジュールの新規作成（New Schedule）]ページで、表示名を入力し、[保存（Save）]を選択しま
す。

[スケジュールの基本設定の編集（Edit Schedule 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。

•既存のスケジュールを編集するには、次の手順を実行します。

[スケジュールの検索（Search Schedules）]ページで、編集するスケジュールを選択します。

[スケジュールの基本設定の編集（Edit Schedule 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。

スケジュール詳細をスケジュールから削除すると、そのスケジュールをアクティブ化でき

なくなります。

（注）

•スケジュールを削除するには：

[スケジュールの検索（SearchSchedules）]ページで、削除するスケジュールを選択するために該当す
るチェックボックスをオンにし、[依存関係の表示（Show Dependencies）]を選択します。

依存する Unity Connectionコンポーネントを他のスケジュールに割り当てます。

[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。

祝日スケジュール
指定した日時に Unity Connectionユーザまたはコール管理コンポーネントで再生される祝日スケ
ジュールを設定できます。日付と時刻は、Unity Connectionサーバに割り当てられているタイム
ゾーンによって異なります。
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祝日スケジュールが有効な場合、UnityConnectionは祝日グリーティングを再生し（有効になって
いる場合）、営業時間外転送ルールに従います。一度に複数年の休日をセットアップできます。

デフォルトの祝日スケジュールを変更できますが、削除はできません。

作成または編集する各スケジュールで、標準時間と時間外を構成する複数の時間および曜日の範

囲を指定し、特定の祝日の日付と時間を定義する祝日スケジュールにそれを関連付けることがで

きます。

組織が営業している通常営業時間を構成する日付と時間。標準時間には、複数

の時間範囲や、それぞれの曜日で異なる時間範囲を指定できます（組織の標準

時間の例：月曜日～金曜日は昼食時間を反映して午前 8時から午後 12時と午後
1時から午後 5時、および土曜日は午前 9時～午後 1時）。

標準転送ルールは、標準スケジュールに追加した曜日および時間の範囲の間、

有効になります。標準ユーザグリーティングおよび標準コールハンドラグリー

ティングは、標準時間内に再生されます。

標準時間

標準時間として指定されていない日付および時間は、会社が営業していない営

業時間外と見なされます。

時間外ユーザ転送ルールおよび時間外コールハンドラ転送ルールは、標準スケ

ジュールで指定されていないすべての時間（祝日を含む）に動作します。時間

外ユーザグリーティングおよび時間外コールハンドラグリーティングは、時

間外スケジュールに従って再生されます。

時間外

祝日設定が有効な場合、Unity Connectionは祝日のガイダンスを再生し（有効化
されている場合）、営業時間外転送ルールに従います。一度に複数年の休日を

セットアップできます。年ごとに多数の休日がそれぞれ異なる日付で発生する

ため、休日スケジュールが各年で正しいことを確認します。

時間外ユーザ転送ルールおよび時間外コールハンドラ転送ルールは、標準スケ

ジュールで指定されていないすべての時間（祝日を含む）に動作します。ユー

ザおよびコールハンドラの祝日グリーティングも、この時間帯に再生されま

す。

休日

祝日スケジュールの設定

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationで、[システム設定（System Settings）]を展開して、[祝日スケジュー
ル（Holiday Schedules）]を選択します。
[祝日スケジュールの検索（Search Holiday Schedules）]ページに、現在設定されている祝日スケジュール
が表示されます。

ステップ 2 祝日スケジュールを設定します（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）。
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祝日スケジュールを追加するには、次の手順を実行します。•

[祝日スケジュールの検索（Search Holiday Schedules）]ページで [新規追加（Add New）]を選択しま
す。

[祝日スケジュールの新規作成（New Holiday Schedule）]ページで、[表示名（Display name）]を入力
し、[保存（Save）]を選択します。

[祝日スケジュールの基本設定の編集（Edit Holiday Schedule 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。

•既存のスケジュールを編集するには、次の手順を実行します。

[祝日スケジュールの検索（Search Holiday Schedules）]ページで、編集するスケジュールを選択しま
す。

[祝日スケジュールの基本設定の編集（Edit Holiday Schedule 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。

•スケジュールを削除するには：

[祝日スケジュールの検索（Search Holiday Schedules）]ページで、削除するスケジュールを選択しま
す。

[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。

カスタム録音
UnityConnectionでは、メッセージの送信や案内応答の再生が行われた後、さまざまな言語で複数
のカスタマイズ済み録音を録音/再生できます。

Cisco Unity Connection Administrationでは、メッセージが送信された後、再生オプションとして録
音なし、デフォルトのシステム録音、カスタム録音から選択できます。

[録音後のメッセージの再生（Play After Message Recording）]および [カスタム録音（Custom
Recording）]オプションを設定できる対象は、次のとおりです。

•ユーザ

•ユーザテンプレート

•コールハンドラ

•コールハンドラテンプレート
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カスタム録音の設定

ここでは、UnityConnectionのカスタム録音の設定、およびカスタム録音設定の定義と保存につい
て説明します。

ステップ 1 CiscoUnityConnectionAdministrationで [コール管理（CallManagement）]を展開し、[カスタム録音（Custom
Recordings）]を選択します。
[カスタム録音の検索（Search Custom Recordings）]ページに、現在の録音済みカスタム録音が表示されま
す。

ステップ 2 カスタム録音を設定します（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）。

•カスタム録音を追加するには、次の手順を実行します。

[カスタム録音の検索（SearchCustomRecording）]ページで、[新規追加（AddNew）]を選択します。

[カスタム録音の新規作成（New Custom Recording）]ページで、表示名を入力し、[保存（Save）]を
選択します。

[カスタム録音の編集（EditCustomRecording）]ページで、録音に使用する言語を選択し、[再生/録音
（Play/Record）]を選択します。録音が終了したら、[保存（Save）]を選択します。

それぞれのカスタム録音を録音するには、[カスタム録音の編集（Edit Custom Recording）]
ページでMedia Playerを使用する必要があります。

（注）

•カスタム録音を編集するには、次の手順を実行します。

[カスタム録音の検索（Search CustomRecordings）]ページで、編集するカスタム録音の表示名を選択
します。

カスタム録音の編集（Edit Custom Recording）]ページで、カスタム録音の設定を編集して [保存
（Save）]を選択します。

•カスタム録音を削除するには、次の手順を実行します。

[カスタム録音の検索（Search Custom Recording）]ページで、削除するカスタム録音を選択します。

[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。

デフォルトの自動受付動作
次の例に、UnityConnection自動受付機能のデフォルト設定を使用して、さまざまなコール管理要
素を経由するコールフローを示します。ここでは、UnityConnectionのインストール後にコール管
理設定をまだ変更していない場合に予測されるデフォルトの動作をいくつか示します。
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Unity Connectionメールボックスを持っていない外部の発信者が、月曜日の朝、午前 9:00に Unity
Connectionでメインの電話番号をダイヤルしたとします。以下のステップで、このコールフロー
を説明します。

1 電話システムからの情報によって、このコールが外部の発信者からの直接コールであることが

示されます。Unity Connectionは、コールルーティングルールをチェックして、このコールと
一致するルールを探します。直接ルーティングルールテーブルには、サインイン試行とガイ

ダンスという 2つのエントリがあります。サインイン試行ルールで、Unity Connectionは発信
者の電話番号を Unity Connectionユーザの内線または代行内線番号と照合します。一致する番
号が見つからなければ、Unity Connectionは、次のルーティングルールであるガイダンスルー
ルを試行します。

2 ガイダンスコールルーティングルールは、任意の時間の任意の着信と一致します。このルー

ルは、コールをガイダンスコールハンドラにルーティングするように設定されています。

3 Unity Connectionは、ガイダンスコールハンドラの転送オプション設定をチェックします。平
日スケジュールがアクティブなときにコールが着信したので、標準転送オプションが適用され

ます。このオプションで、コールハンドラのグリーティングにコールを送信することが指定さ

れています（転送の試行ではなく、ガイダンスコールハンドラのグリーティングにコールを

送信するようにガイダンスコールルーティングルールが設定されていた場合、この手順はス

キップされます）。

4 平日スケジュールがアクティブなときに、内部 Unity Connectionユーザと一致しない電話番号
からコールが着信したので、Unity Connectionはコールハンドラの標準グリーティングを再生
します。「こちらは Unity Connectionメッセージングシステムです。プッシュホンで、ご希望
の内線番号をダイヤルしてください。内線番号検索をご利用になるには、4を押してください。
それ以外の場合は、オペレータにつながるまでお待ちください」。

5 グリーティングが再生されている間、グリーティングで示されているように、発信者は数字を

入力してユーザの内線に発信できます。ガイダンスコールハンドラの発信者入力設定では、

実行可能ないくつかのワンタッチダイヤルアクションも定義されています。たとえば、発信

者がキー4を押した後、追加の数字を待機するように設定された時間内に他のキーを押さない
場合、Unity Connectionはシステムディレクトリハンドラにコールを送信するように設定され
ます。

6 数字が入力されない場合、Unity Connectionは、このコールハンドラの標準グリーティングの
グリーティング後のアクションに進みます。このアクションは、オペレータコールハンドラ

にコールを転送するように設定されています。

7 オペレータコールハンドラもまた、平日スケジュールがアクティブなときに動作するように

設定されています。Unity Connectionは再び、コールハンドラの標準転送オプションをチェッ
クします。ここでは、コールハンドラグリーティングへの転送が指定されています。グリー

ティングが再生されます。「申し訳ありませんが、ただいまオペレータは対応できません」。

8 このグリーティングのグリーティング後のアクションとして、Unity Connectionはメッセージ
を取得するよう指示されます。このコールハンドラのメッセージ設定では、オペレータユー

ザがメッセージを受け取り、発信者がメッセージを残した後、Unity Connectionが電話を切る
ように指定されています。
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