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リリースノートについて
これらのリリースでは、CiscoUnifiedCommunicationsManager（UnifiedCommunicationsManager）
および Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service（IM and Presence Service）
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)SU2でサポートされています。

• Unified Communications Manager: 12.5.1.12900-115.

• IM and Presence Service: 12.5.1.12900-25.

Unified CMと IM and Presence Service間のバージョンの互換性
バージョンの互換性は、IM and Presence展開に依存します。次の表は、オプションおよびテレ
フォニーの導入と IMandPresence展開との間でリリースの不一致がサポートされるかどうかの
概要を示しています。リリースの不一致がサポートされる場合、リリースの異なる Unified
Communications Managerテレフォニー展開と IM and Presence展開を展開できます。
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表 1 : Unified Communications Managerと IM and Presence Service間のバージョンの互換性

説明リリースの不

一致

展開タイプ

Unified CommunicationsManagerと IM and Presence Serviceは同
じクラスタに存在し、同じリリースを実行する必要がありま

す。つまり、リリースの不一致はサポートされません。

サポート対象

外

IM and
Presenceの標
準展開

IMandPresenceの展開とテレフォニーの展開は異なるクラスタ
に存在し、異なるリリースを実行します。つまり、リリース

の不一致はサポートされます。

IM and Presence中央クラスタには、データベースと
ユーザのプロビジョニングのためのスタンドアロン

Unified CMPublisherノードを含みます。この非テレ
フォニーノードは、IM and Presence Serviceと同じ
リリースで実行される必要があります。

（注）

サポートあり中央集中型 IM
and Presenceの
展開

このリリースのドキュメント
このリリースで入手可能なマニュアルの完全なリストについては、https://www.cisco.com/c/en/
us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/docguide/12_5_1/cucm_b_documentation-guide-cucm_imp_1251.html
で『Cisco Unified Communications Managerおよび IM and Presence Serviceリリース 12.5(1)のド
キュメンテーションガイド』を参照してください。

ドキュメンテーションの再構築 12.5(1)SU1以降
以下は、12.5(1)SU1の一部であったドキュメンテーションの再構築作業の概要です。今回リ
リースおよび以降のリリースでは、操作性を改善し、ドキュメンテーションセットを合理化す

るために、多くの Unified Communications Managerドキュメントが再構築されました。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、3つの既存のガイドが書き直され、5つ
の既存のガイドが廃止されています。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。
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表 2 : 12.5(1)SU1以降の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、12.5(1)SU1とそれ以降では廃止されました。

• 『CiscoUnified CDRAnalysis and Reportingアドミニストレーショ
ンガイド』—資料をコールレポーティングと課金のドキュメン
テーションに移動しました

• 『コール詳細レコードアドミニストレーションガイド』—資料
をコールレポーティングと課金のドキュメンテーションに移動

しました

• 『Cisco Unified Reportingアドミニストレーションガイド』—資
料は現在アドミニストレーションガイドにあります

• 『Cisco Unified Serviceabilityアドミニストレーションガイド』
—ほとんどのセクションは現在アドミニストレーションガイド
にあります。CDR Repository Managerおよび課金サーバのセク
ションは、コールレポーティングと課金のドキュメンテーショ

ンに共に記載されています

• 『IPアドレス、ホスト名およびドメインの変更』—資料はアド
ミニストレーションガイドに移動しました

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

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

システム構成ガイド（再構成）

12.5(1)SU1では、『システムコンフィギュレーションガイド』は、完全なインストール後のシ
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、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基本的なセット
アップに入力するために追加されています。この新しいガイドでは、高度なシスココール処理

ソリューションを導入するための、UnifiedCommunicationsManagerの前提条件を形成していま
す。

アドミニストレーションガイド（再構成）

12.5(1)SU1では、『Cisco Unified Communications Managerアドミニストレーションガイド』
が、いずれも12.5(1)SU1では廃止されている、『IPアドレス、ホスト名およびドメインの変
更』ドキュメント、『CiscoUnifiedReportingアドミニストレーションガイド』ドキュメント、
および既存の『Cisco Unified Serviceabilityアドミニストレーションガイド』ドキュメンテー
ションからの多数のセクションからの統合されたアドミニストレーション情報を含めるために

拡張されています。

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。

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および課金管理のドキュメンテーション

を簡素化し、現在ではいずれも廃止されている『Cisco Unified CDR Analysis and Reportingアド
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ミニストレーションガイド』および『コール詳細レコードアドミニストレーションガイド』

ドキュメントからの既存の資料を統合しています。また、これまでServiceabilityの資料ととも
に利用できたCDRRepositoryおよび課金サーバの情報を追加しました。この新しいガイドは、
全体的な構造を簡略化し、より明確な設定プロセスを提供します。

機能設定ガイド（再構成）

このガイドは、次の高度な呼処理のトピックを『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するために拡張されました。

• 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）]

•モバイルおよびリモートアクセス

さらに、次の新しいセクションが 12.5(1)SU1とそれ以降に追加されています。

•ヘッドセット管理

•ビデオエンドポイント管理

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ソフトウェアの詳細については、https://www.cisco.com/c/dam/
en_us/about/doing_business/open_source/docs/
UnifiedCommunicationsManagerRelease1251SU2125v10.pdfを参照してください。

インストール手順
システムのインストール方法の詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_
comm/cucm/install/12_5_1/cucm_b_install-guide-cucm-imp-1251.htmlで『CiscoUnifiedCommunications

このリリースについて

4

このリリースについて

オープンソースのドキュメント：

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/open_source/docs/UnifiedCommunicationsManagerRelease1251SU2125v10.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/open_source/docs/UnifiedCommunicationsManagerRelease1251SU2125v10.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/open_source/docs/UnifiedCommunicationsManagerRelease1251SU2125v10.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/install/12_5_1/cucm_b_install-guide-cucm-imp-1251.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/install/12_5_1/cucm_b_install-guide-cucm-imp-1251.html


Managerおよび IM and Presence Serviceリリース 12.5(1)インストールガイド』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)へのアップグレード方法については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_
ip_comm/cucm/upgrade/12_5_1/cucm_b_upgrade-migration-guide-125x.htmlにある『Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence Serviceのアップグレードおよび移行ガイドリリース
12.5(1)』をご覧ください。

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 Service、
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、Cisco Collaboration Sizing Toolを使用して、
現在の展開をアップグレード済みの 12.5(1)SU2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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