
このリリースについて

•リリースノートについて（1ページ）
•サポートされるバージョン（1ページ）
•このリリースのドキュメント（2ページ）
•インストール方法（4ページ）
•アップグレード手順（4ページ）

リリースノートについて
これらのリリースでは、Ciscoユニファイドコミュニケーションマネージャ (ユニファイドコ
ミュニケーションマネージャ)および Ciscoユニファイドコミュニケーションマネージャ IM
and Presence Service (IMおよびプレゼンスサービス)の新機能、制限事項および注意事項につ
いて説明します。このリリースノートは、メンテナンスリリースごとに毎回更新されていま

すが、パッチまたはホットフィックス向けには更新されていません。

サポートされるバージョン
次のソフトウェアバージョンは、リリース 12.5(1)SU1でサポートされています。

•ユニファイドコミュニケーションマネージャ 12.5.1.11900-146

• IM and Presence Service 12.5.1.11900-117

IM andプレゼンスサービス 12.5 (1) SU1バージョンは、ユニファイドコミュニケーションマ
ネージャ 12.5 (1) SU1バージョンとのみ互換性があります。IM andプレゼンスサービスリリー
ス 12.5 (1) SU1にアップグレードする前に、ユニファイドコミュニケーションマネージャ 12.5
(1) SU1がシステムにインストールされていることを確認してください。

（注）

このリリースについて

1



このリリースのドキュメント
リリース 12.5 (1) SU1で入手可能なマニュアルの完全なリストについては、このリリースのマ
ニュアルガイド( https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
unified-communications-manager-callmanager/products-documentation-roadmaps-list.html)を参照して
ください。

12.5 (1) SU1の再構成ドキュメンテーションの概要
リリースの通常のドキュメントの更新に加えて、リリース 12.5 (1) SU1ユニファイドコミュニ
ケーションマネージャのコアドキュメントスイートは、使いやすさを向上させるために合理

化され、再構成されています。これらの更新により、ドキュメントスイートが簡素化され、ド

キュメントの検索が容易になります。多くの既存のトピックは、コンテンツを集中して簡素化

し、設定プロセスを簡素化するために改訂されています。

この取り組みの一環として、新しいガイドが 1つ追加され、既存のガイドが 5つ廃止され、3
つの既存のガイドが使用されています。この全体的な労力により、ユニファイドコミュニケー

ションマネージャドキュメンテーションスイートのサイズが4つのガイドで削減されます。

更新の概要を次に示します。

表 1 :再構成ドキュメント

廃止されたドキュメント再構成ドキュメント

次のドキュメントは廃止されました。

• Cisco Unified CDR Analysis and Reportingア
ドミニストレーションガイド

•コール詳細レコード管理ガイド

•『Cisco Unified Reporting Administration
Guide』

•『Cisco Unified Serviceability Administration
Guide』

• IPアドレス、ホスト名およびドメインの
変更

新しいドキュメント

•コールレポーティングおよび課金管理ガ
イド

再構成ドキュメント (既存):

•システム構成ガイド

•機能設定ガイド

•アドミニストレーションガイド

次に、ドキュメントごとの更新の内訳を示します。

コールレポーティングおよび課金管理ガイド (新規文書)

この新しいドキュメントでは、コールレポーティングと課金のドキュメンテーションを簡素化

します。新しいドキュメントでは、次の3つのガイドの中から既存の素材を統合しています。
それぞれが廃止されました。新しいガイドでは、既存のガイドと比較するとドキュメント構造
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が簡素化されるため、情報を簡単に見つけることができます。新しいドキュメントでは、初期

設定プロセスをより明確にすることもできます。

• Cisco Unified CDR Analysis and Reportingアドミニストレーションガイド-非推奨

•コール詳細レコード管理ガイド:非推奨

•『 Ciscoユニファイドサービス管理ガイド』: CDR Repository Managerおよび課金サーバの
情報は、コールレポーティングドキュメントとともに挿入されており、他の有用性資料

はアドミニストレーションガイドに追加されています。有用性管理ガイドは廃止されまし

た。

システム構成ガイド

システムコンフィギュレーションガイドは、基本的な導入のための完全なシステムセットアッ

プを作成するために短縮され、簡素化されています。基本のセキュリティと SSOの設定は、
多くの高度な呼処理機能が機能設定ガイドに移動している間に挿入されています。この短く、

さらに重視されるガイドでは、基本的な展開のためのライセンス、ダイヤルプラン、コール

ルーティング、基本セキュリティ、SSO、コールの受付制御、ユーザおよびデバイスのプロビ
ジョニングを含み、インストール後の基本的なシステムセットアップについて説明します。こ

の新しいガイドでは、高度なシスコソリューションを導入するための、ユニファイドコミュ

ニケーションマネージャのセットアップに関する前提条件を形成しています。

機能設定ガイド

このガイドは、多数の高度な呼処理機能を追加して拡張されています。次の高度な呼処理のト

ピックは、システムコンフィギュレーションガイドからこのガイドに移動されます。

• Call Control Discovery（呼制御ディスカバリ）

•外部コール制御

• [コールキューイング（Call Queuing）]

•コールスロットリング

•論理パーティション設定

•ロケーション認識

•フレキシブル DSCPマーキングおよびビデオプロモーション

• SIPの正規化および透過性

• [SDP透明性プロファイル（SDP Transparency Profile）]

•モバイルおよびRemote Access

さらに、このリリースでは次の新しいセクションが追加されています。

•ヘッドセット管理

•ビデオエンドポイント管理
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アドミニストレーションガイド

Cisco Unified Communications Managerのアドミニストレーションガイドが拡張され、次の 3つ
のドキュメントから統合された情報が含まれるようになりました。それぞれが非推奨になりま

した。

• IPアドレス、ホスト名、ドメインの変更:非推奨

• Cisco Unified Reportingアドミニストレーションガイド-非推奨

• Cisco Unified有用性アドミニストレーションガイド-非推奨

上記の更新に加えて、トラブルシューティング情報の概要がアドミニストレーションガイドに

挿入されました。

その他の資料

このリリースのドキュメントの完全なリストについては、https://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
products-documentation-roadmaps-list.htmlの Cisco Unified Communications Managerのドキュメン
トガイドを参照してください。

オープンソースのドキュメント：

このガイドでは、ユニファイドコミュニケーションマネージャで使用されるオープンソース

ソフトウェアの最新のライセンスと通知について説明します。

使用されているオープンソースの詳細については、https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/
doing_business/open_source/docs/UnifiedCommunicationsManager12-5-1SU1v10-2.pdfを参照してく
ださい。

インストール方法
インストール方法の詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
unified-communications-manager-callmanager/products-installation-guides-list.htmlの『Installation
Guide for Cisco Unified Communications Manager and the IM and Presence Servic』を参照してくだ
さい。

アップグレード手順
リリース 12.5(1)SU1へのアップグレードについては、https://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
products-installation-guides-list.htmlにある Cisco Unified Communications Managerおよび IM and
Presence Serviceのアップグレードおよび移行ガイドをご覧ください。
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アップグレード中のMeltdownの脆弱性
このリリースのユニファイドコミュニケーションマネージャ、Cisco IM and Presenceサービ
ス、Cisco Emergency Responderおよび Cisco Prime Collaborationの導入には、Meltdownおよび
Spectreのマイクロプロセッサの脆弱性に対処するためのソフトウェアパッチが含まれていま
す。

リリース 12.5 (1)以降にアップグレードする前に、シスココラボレーションサイジングツー
ルを使用して現在の展開をアップグレード済みの 12.5(1) SU1展開と比較するように、チャネ
ルパートナーまたはアカウントチームと連携させることをお勧めします。必要に応じて、VM
リソースを変更して、アップグレードされた導入環境で最適なパフォーマンスが得られるよう

にします。
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