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はじめに 
プロビジョニング拡張機能（ ）は、 向けのアプリケーションであり、 のユー

ザおよび管理者に次の機能を提供します。

■ ：エンドユーザ向け ベースの スケジューリング ツール

■ （ ）： にも対応している常設のパーソナル 仮想空間

は、これらの機能に対する管理者設定用インターフェイスとエンド ユーザ用インターフェイスを備えています。エンド
ユーザは、共通のポータルで と にアクセスできます。

（ ）を使用する導入の場合、 には、大規模な
ユーザ プロビジョニングおよび 、ユーザ構成可能なテレプレゼンス コール転送機能も含まれています。詳細について
は、『 』を参照してください。

この導入ガイドについて 

このガイドは、 バージョン および を使用した の導入とメンテナンスについて
説明するものです。

このガイドは以下の内容で構成されています。

■ を サーバにインストールするための要件、ベスト プラクティス、および手順

■ 使用可能な の各機能を導入する手順

■ 管理者の一般的なメンテナンス タスク、およびトラブルシューティング セクション

関連資料 

最新バージョンの に関するドキュメントはすべて、
で入手できます。

タイトル リンク

インストーラーのログの記録を有効にする方法

識別名

トレーニング

トレーニングはオンラインおよび当社のトレーニング場所で利用できます。当社が提供するすべてのトレーニングの詳細およびト
レーニング オフィスの場所については、 を参照してください。

用語集

関連の用語集は で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11472/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11472/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_maintenance_guides_list.html
http://support.microsoft.com/kb/223300
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366101(v=VS.85).aspx
http://tools.ietf.org/html/rfc4515
http://www.cisco.com/go/telepresencetraining
https://tp-tools-web01.cisco.com/start/glossary/
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前提条件と推奨事項 
この項では、 をインストールして導入する場合の前提条件およびベスト プラクティスについて説明します。

導入サイズの見積り 

の要件は導入環境の規模や複雑さに応じて増加します。インストールの複雑さは、主にアクティビティの量と、
によって制御される予約可能なエンドポイントの数によって決まります。

次の表を使用して導入環境の相対的なサイズを特定します。複数の条件と一致する場合は、最も高いレベルを適用します。

 通常および
環境

大規模環境

■ 制御対象システム
数： 未満

■ 同時参加者が最
大 人

■ 同時進行するスケ
ジュール済み会議
が最大 個

■ システム ライセンスを使用するシステム（制御対象システム、
に追加された に登録されるシステム、および管理対象外の
ルーム）数： 未満。このようなシステムを を超えて追加するこ
とはサポートされていません。

■ 同時参加者が最大 人

■ 同時進行するスケジュール済み会議が最大 個

で予約可能なエンドポ
イントが最大 個

オンプレミスの で予約可能なエンドポイント数： 未満

または

（またはオンプレミスの と の組み合わせ）で予約
可能なエンドポイント数： 未満

では、 に対する遅延がオンプレミス導入に比べて一般に大きく
なることに注意してください。その結果、 で、関連するイベントがすべて
処理される前に予約が保存される場合があります。この場合、同じ予約に対して複数
の電子メール通知がユーザに送信されます。

■ 

数： 未満

■ でプ
ロビジョニングさ
れるユーザ数：

未満（注：
のプ

ロビジョニングは
ではサ

ポートされていま
せん）

■ 数： 未満

■ でプロビジョニングされるユーザ数： 未満

共存 つのアプリケーションと

はすべて共存可能。

■ に専用サーバが必要。

■ と は外部 サーバを使用する必要あり。
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のパフォーマンスや規模に影響するその他の要因には次のものがあります。

■ の インターフェイスにアクセスするユーザの数。

■ スケジュールまたは監視されている会議の同時開催。

■ アドホック会議モニタリングの使用。

■ 複数の拡張またはカスタム クライアントによる の同時使用。予約のスループットは、 の 新し
い会議（ ） ページを含むすべてのスケジューリング インターフェイスで共有されます。

実際の予約スピードは、会議のサイズ、機能、および会議のスケジュールの複雑さによって異なります。

ハードウェア要件 

導入環境のサイズに応じて該当するハードウェア要件を以下で確認してください。

を含むすべてのアプリケーションは、以下のハードウェア要件に対応する仕様の仮想マシンにもインストールできます。

通常の導入環境と Cisco Business Edition 6000 

通常の導入環境では、 と拡張を同じサーバに配置できます。

 要件

コア（ 以上）、専用

メモリ 、専用 の 、専用

サーバで提供されるディスク
容量

上の には、エンドポイントまたは 向けの ベースのユーザ プ
ロビジョニングが含まれないことに注意してください。

大規模な展開 

大規模な導入環境では、 と を外部に配置する必要がありますが、 と は
常に共存させることができます。

Cisco TMS および Cisco TMSPE サーバ 
 

 要件

コア（ 以上）、専用

メモリ 、専用

サーバで提供されるディスク容量

 

Microsoft SQL Server 

このサーバは、 サーバと同じタイム ゾーンに属している必要があります。
 

 要件

コア（ 以上）、専用

メモリ 、専用

サーバで提供されるディスク容量
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大規模な導入を計画している場合は、次の点にも注意してください。

■ 大規模 データベースに必要なディスク領域は、通常 ～ です。

■ ほとんどの導入環境では、 つの データベースのサイズが を超えることはありません。

■ のパフォーマンスに影響する主な要因は とディスク です。最適なパフォーマンスを得るためには、
これらの値をできるだけ増やす必要があります。

Cisco TMSXE サーバ 

このサーバの要件は、サポートされているオペレーティング システムの推奨ハードウェア要件と同じです。

推奨される Cisco TMS の設定変更 

大規模な導入では、 と サービスの負荷を軽減するために、次の設定を強く推奨します。

■ 管理ツール（ ） 設定（ ） 会議設定（ ） ： スケジュー
ルコールのデフォルトの予約タイプ（ ） を ワンボタン（

） に設定

■ 管理ツール（ ） 設定（ ） 一般設定（ ） ： 電話帳エントリの

ルーティング（ ） を いいえ（ ） に設定

■ 管理ツール（ ） 設定（ ） ネットワーク設定（ ） ： アドホック会

議の検出を有効にする（ ） を 限定（ ） または いいえ

（ ） に設定。

大規模な導入で推奨されるハードウェアと仮想化 

シスコでは、サポート上限以内の大規模な導入に対して次の仕様を推奨しています。これらはすべてテスト済みです。以下に示す
仕様を満たすと、 の導入全体を つのラックマウント型サーバでホストできます。

ハードウェア 
 

サーバ ラック サーバ

プロセッサ （ ）

ディスク ホット プラグ ドライブ スレッド マウント（ 構成） 。製品番
号： 。

ディスク コ
ントローラ

メモリ

ハイパーバ
イザ ソフト
ウェア

以下に示す仕様の仮想マシンを 台ホストする および

注： ファイル システム には に関して既知の問題があるため、 には
ファイルシステム が適しています。問題が修正されるまでは、ファイルシステム を使用する必要があります。
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Cisco TMS と Cisco TMSPE 仮想マシン 
 

メモリ

ディスク

 

Microsoft SQL Server 仮想マシン 
 

メモリ

ディスク

 

Cisco TMSXE 仮想マシン 
 

メモリ

ディスク

 

Cisco TMSPE サーバ ソフトウェアおよび設定要件 

は、 のホスト サーバにインストールする必要があります。

製品 バージョンと説明

■ には が必要です。

■ すべての の要件については、『
』を参照してください。 トライアル バージョンでは、この拡張機能を

有効化できないことに注意してください。

■ 次のハードウェアの推奨事項を参照してください。

の以前のバージョンでは、該当バージョンの導入ガイドとインストール ガイドを参照してください。

接続
■ または名前付きパイプ プロトコルをイネーブルにする必要があります。 は優先プロト
コルです。次を参照してください。

■ ブラウザが実行され、 ポート をリッスンできる必要があります。

サーバ
■ が有効になっている必要があります。
デフォルトの接続プロトコルは、 であることに注意してください。このプロトコルを使用すると、
ホットフィックスは必要ではありません。

は、 とそのアップデートの ビットおよび ビット版でテストされています。

インストーラを からダウンロードします。

注意： の実行中は、 をアップグレードしないでください。アップグレード前に サー
ビスをディセーブルにします。サーバの自動 アップデートをディセーブルにすることを強く推奨します。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_installation_guides_list.html
http://www.java.com/
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複数のネットワーク カードのサポートなし 

サーバでは、複数のネットワーク カードはサポートされていません。 はサーバ上にある複数のネット
ワーク カードを使用できないため、使用可能な最初のネットワーク インターフェイスにのみバインドします。

SMTP サーバ要件 

には、 サーバからの リレーを受け入れる有効な サーバが必要です。これは、
からのアカウント情報をユーザに送信するために使用されます。

サーバが認証を必要とする場合、この情報が構成時に使用できることを確認します。

SQL Server ソフトウェアとアクセス許可要件 

の完全インストールでは、次の つのデータベースが作成されます。

■ 

■ 

■ 

インストールおよびアップグレードの場合、データベース サーバ上の 認証モードと 認証モード（混合モー
ド）を有効にする必要があります。インストールが完了すると、以降のアップグレードまでは混合モードを無効にして 認
証を有効にすることができます。

ユーザおよびデータベースの作成 

をインストールまたはアップグレードする際に、既存の を使用する場合、インストーラから ユー
ザとパスワードの入力を求められます。デフォルトは、サーバ （システム管理者）ユーザ名とパスワードの入力です。 アカウ
ントが使用できない場合は、次のいずれかを使用します。

■ 自動設定（役割のセキュリティが制限されています）。 の管理者に、 と のサーバ
の役割を持つ ユーザとログインを作成するように依頼します。このアカウントが のサービス アカウン
トになります。インストール中に のクレデンシャルを入力するように要求された場合、そのアカウントのユーザ
名とパスワードを入力します。 は、サーバのデフォルト値を使用して
データベースを自動的に作成します。また、 自体を所有者として割り当てると共に、インストール後のデータ
ベースにアクセスする際は提供されたアカウントを使用し続けます。

■ 手動によるデータベースの作成（役割のセキュリティ制限が最大）。 サーバの管理者に、次を作成するように依頼します。

 tmspe、tmspe_vmr、tms_userportal という名前をそれぞれ付けた空のデータベース。これらのデータベー
スは tmsng と同じインスタンス内に作成し、データベース照合には （大文字小文字
の区別はなく、アカウントは区別）を使用します。

および の設定は オン（ ） にする必要が

あります。

 サービス アカウントに使用する ユーザとログインを作成し、このユーザに別のデータベースの
の役割を割り当てます。 を機能させるためには、インストール後もこの権限を維持する必要

があります。

Cisco Collaboration Meeting Rooms Hybrid の要件 

を含む会議に を使用するには、 のセットアップに以下が含まれていなければなりません。

■ つ以上の サイト

■ 各ユーザ（サービス ユーザではない）の クレデンシャル（手動で追加するか、 のシングル
サイン オンを使用）

シングル サインオンを使用する（または使用しない）場合の の設定手順について
は、『 』を参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Collaboration Meeting Room の要件 

Cisco TelePresence Conductor 

が必要です。

Cisco Unified Communications Manager 

または が必要です。

ルーティングの要件

ルート パターンとダイヤル プランは、 と で設定する必要があります。

のダイヤル プランの詳細は、『 』、および
『 』を参照してください。

のダイヤル プランの詳細については、『
』を参照してください。

必要なセキュリティ権限 

インストール 

をインストールするには、次のセキュリティ権限が必要です。

アプリケーション ユーザ権限

サーバ 管理者（ ）

■ ：インストーラが にデータベース
を作成する場合

■ ： 上の手動で作成されたデータ
ベースを使用する場合。詳細については、 ページを参照して
ください。

操作 

を操作するには、次のセキュリティ権限が必要です。

アプリケーション ユーザ権限

サーバ インスタンス

のサイト管理者グループのメンバー。この目的のサービス
アカウントは、ローカルまたは に作成することを推奨
します。冗長展開の場合、  アカウントを使用します。

TLS サポート 

は、接続に を使用して通信します。 には と が含まれており、 が使用されます。
は、 および をサポートしていません。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/10_0_1/ccmcfg/CUCM_BK_C95ABA82_00_admin-guide-100/CUCM_BK_C95ABA82_00_admin-guide-100_chapter_0100011.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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インストール中に必要な情報 

Cisco TMS のユーザ名およびパスワード 

インストーラでは、 のサイト管理者グループに属するサービス ユーザのユーザ名とパスワードの入
力が要求されます。

これらの資格情報は、次のように処理されます。

■ 接続（ ） 設定の対応するフィールドに追加されます。これらのフィールドは、イン
ストール後に 管理ツール（ ） 設定（ ） の設定
（ ） を選択して、確認および変更できます。

■ からデータを要求する際に、 によって使用されます。

■ で ユーザの代わりに予約するために使用されます。会議が予約または更新されるたび
に、電子メール通知がこのユーザおよび会議のオーナーに送信されます。このサービス ユーザにこの電子メールを送
信しない場合、使用可能な電子メール アドレスを指定せずにユーザが設定されている必要があります。

データベース情報 

インストーラは データベース（tmsng）の場所を検出し、同じ場所およびインスタンスに の
データベース（tmspe、tms_userportal、および tmspe_vmr）をインストールすることを推奨します。tmspe、

tms_userportal、および tmspe_vmr は同じ場所に配置する必要があります。

この場合、管理者は tmsng データベースについて、次のことを知っている必要があります。

■ サーバ名

■ サーバ インスタンス

■ 十分な権限を持つ サーバ クレデンシャル

データベースの場所 

インストール中、インストーラは tmspe、tms_userportal、および tmspe_vmr データベースを別の場所やインスタンスに保管す
るオプションを表示します。ただし、これらのデータベースは tmsng データベースと同じ場所に保管することを推奨します。データ
ベース名は、tmspe、tms_userportal、および tmspe_vmr の通りに指定する必要があります。大文字小文字とアンダースコア
に注意してください。

tmspe を別の クレデンシャルで動作させるオプションも、必要に応じてインストール時に表示できます。このようにクレデン
シャルを変更するには、インストール中に プロビジョニング拡張機能に別の クレデンシャルを使用する（

）（ ） を選択します。適切な操作権限について
は、 ページを参照してください。

インストールする機能のオプション 

では、同時にインストールする機能を選択するオプションが表示されます。

コア コンポーネント

コアコンポーネント（ ） オプションは、インストールが必須です。コア コンポーネントには tmspe データベース
が含まれており、プロビジョニングに必要です。

ユーザポータル

ユーザ ポータル（ ） のインストールは任意です。ユーザ ポータルには tms_userportal データベースが含まれてい
ます。このデータベースは、インストール時に ユーザポータル（ ） を選択するとインストールされます。

ユーザ ポータルに含まれている機能は以下のとおりです。

■ ユーザ ポータル

■ 

■ 
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もインストール時に任意に選択でき、これには 機能のみが含まれます。 には データベース
が含まれています。 をインストールするには、同時に も選択してインストールする必要があります。

Cisco TMSPE の機能とデータベース 

では、さまざまな機能がそれぞれ異なるデータベースに接続されます。オプションの機能をインストールしなければ、
それらの機能が依存するデータベースの作成を省略できます。

ユーザ インポートの要件 

では、 文字列で「エスケープ」する必要のある文字が含まれるユーザ名をサポートしていません。

は、以下の外部ソースからユーザをインポートできます。

■ 

■ を使用した

■ （ ）

サービス アカウント 

内に、グローバル カタログに対する読み取りアクセスが割り当てられたサービス アカウントを定義する必要
があります。このサービス アカウントには、保存ポリシーが適用されないパスワードを設定し、パスワードの有効期限が切れな
いようにする必要があります。

セキュア接続 

セキュアな接続を実現するには、次のいずれかを使用します。

■ を使用した

■ を使用した

デフォルトでは、 接続に バインド タイプが使用されるため、セキュアではありません。また、 接続タイプを使
用した では、デフォルトですべての証明書が信頼されるため、セキュアな接続になりません。

Active Directory 

は、次の でテストされています。

■ 

■ 

LDAP  
 

以外の 実装では、インポートと同期に対して次の機能がサポートされています。

■ に定義されている entryUUID フィールド。

■ に定義されている簡単なページング。

ブラウザ要件 

管理インターフェイス 

管理者インターフェイスのクライアント要件は、 の要件と同じです。使用するバージョンの『
』を参照してください。

http://tools.ietf.org/html/rfc4530
http://tools.ietf.org/html/rfc2696
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_installation_guides_list.html
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ユーザ ポータル 

ユーザ ポータルは次のブラウザとバージョンでテストされています。

■ 以降

■ 以降

■ 以降

■ 以降（ 、 の場合）

その他のブラウザも動作する可能性はありますが、積極的にテストされていないため、サポートされていません。

ライセンス要件 

をインストールするのにライセンスは必要ありませんが、一部の機能にはライセンスが必要です。

機能 ライセンス要件

との
ユーザ同期

なし

ではライセンス不要。

以下の つ以上が必要。

■ のスクリーン ライセンス

■ 適切な ポート ライセンス

■ または 。これらのライセンスに固
有の構成要件については、「付録 ： で ライセンスを使用
する 」（ ページ）を参照してください。

■ の共有マルチパーティ ライセンス パーソナル マルチパーティ ライセンス

なし

デバイス プロビ
ジョニング

■ では オプション キーが必要。

■ ではデバイス プロビジョニング キーが必要。

では オプション キーが必要。

導入のベスト プラクティス 

AD/LDAP を使用したユーザ作成と管理の自動化 

ユーザの作成および管理を自動化するために、 または と、 のユーザを同期さ
せることを推奨します。

インポートが動作する要件は、次のとおりです。

■ と は、同じドメイン内のメンバである必要があります。

■ グローバル ディレクトリへの読み取りアクセス権が割り当てられた、 内の のサービス
アカウントが使用可能である必要があります。
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セキュア通信の使用 

には、 を使用したセキュア接続が必要です。 をアップグレードまたはインストールすると、インス
トーラによって 通信が有効にされます。有効な証明書を使用することを強く推奨します。そうでない場合、 は代
わりに自己署名証明書を作成します。

Multiparty ライセンス 

ライセンスでは、 にスクリーン ライセンスをローカルでロードする代わりに、
上でライセンスを一元管理することができます。 ライセンスは、従来のスクリーン ライセン

スよりも優れた機能を低コストで利用できます。次の 種類のライセンスを利用できます。

■ （ ）ライセンス。各ライセンスは特定のユーザに割り当てられます。 ライセンスは頻繁に会
議を開始するユーザに適しています。

ライセンスは、 （ ）で購入します。コール制御に を利
用する場合に使用できます。

■ （ ）ライセンス。各ライセンスを複数のユーザが共有しますが、一度に つの会議のみ開催で
きます。 ライセンスはたまに会議を開始するユーザに適しています。

ライセンスは、コール制御に または を利用する場合に使用できます。非
ユーザは、 ライセンスのみをサポートします。

各 は、 ライセンスまたは スクリーン ライセンスのいずれか一方を
サポートできますが、両方を同時にサポートすることはできません。ただし、 と
シリーズ会議ブリッジを組み合わせて使用している場合は、同じ 上で 用に ライセ
ンスを使用し、同時に、 用にポート ライセンスを使用することができます。
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Cisco TMSPE のインストール 
ここでは、 をインストールまたはアップグレードするプロセスを説明します。

冗長 Cisco TMS セットアップでの Cisco TMSPE のインストール 

を使用して、冗長 展開環境に をインストールする場合は、
をすべてのサーバにインストールする必要があります。一部の例外を除いて、一般的なインストール手順が適用されます。

全体的なプロセスは次のとおりです。

 クリーン インストールの手順に従って、 つの サーバに をインストールします。「新規インス
トールの実行」（ ページ）を参照してください。

 クリーン インストールの場合と同じ手順に従って、残りのサーバに をインストールします。プロンプトが表
示されたら、インストーラで見つかった既存のデータベースを再利用することを選択します。

 上記の手順が完了した後に、すべてのサーバのプロビジョニング モードを変更します。「 の有効化」（
ページ）を参照してください。

また、サービスが応答することを確認するために、 をプローブすることを推奨します。

冗長性の詳細なガイダンスについては、『 』の「冗
長導入」の章を参照してください。

以前のバージョンからのアップグレード 
ワークフローの概要 

は、依存する他の複数の製品と統合します。導入環境を

アップグレードする場合は、以下の手順に従います。

 『 』で説明している手順に従って、 を必要なバージョンにアップ
グレードします。

 をアップグレードします。

 などの他のシステムを必要に応じてアップグレードします。

Cisco TMSPE のアップグレード 
 

サーバが Java 6 または 7 を実行している場合 

サーバでまだ または を実行している場合、 または からアップグレードするには、以下の手順に従

います。

 サーバから をアンインストールします。他のファイルは削除しないでください。

 をインストールします。

 サーバに重要な がすべてインストールされていることを確認します。

 開いているすべてのアプリケーションを閉じ、ウイルス スキャン ソフトウェアをディセーブルにします。

 アーカイブから、 インストーラを サーバに解凍します。

 インストーラを管理者として実行します。

 インストーラの指示に従います。
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新規インストールの実行 

インストールするには、次の手順に従います。

 サーバに重要な がすべてインストールされていることを確認します。

 開いているすべてのアプリケーションを閉じ、ウイルス スキャン ソフトウェアをディセーブルにします。

 アーカイブから、 インストーラを サーバに解凍します。

 インストーラを管理者として実行します。

 設定の手順に従います。

 次へ（ ） をクリックして、設定を開始します。

 使用許諾契約書の条項に同意し、 次へ（ ） をクリックします。

 ツリー内のアイコンをクリックして、機能のインストール方法を変更します。

 が に接続するために使用するサービス ユーザのユーザ名とパスワードを入力します。
このユーザは、 のサイト管理者グループのメンバーである必要があります。
次へ（ ） をクリックします。

 インストーラは、 データベース（tmsng）がインストールされている場所を検出します。
データベースも同じ場所およびインスタンスにインストールすることを推奨します。

 サーバ名とインスタンス名が適切であることを確認し、必要に応じて適切な名前を入力します。冗長設定
で展開する場合、両方のインストレーションが同じデータベースの場所を指していることを確認します。

 必要なクレデンシャルを入力します。

 次へ（ ） をクリックします。

 インストール（ ） をクリックして、インストールを開始します。 戻る（ ） をクリックして、インストール設定の

確認または変更を行います。

 インストールが完了したら、 終了（ ） をクリックして セットアップ（ ） ウィンドウを閉じます。

 ウイルス スキャン ソフトウェアを再びイネーブルにします。

Cisco TMSPE の有効化 

インストールを完了したら、次の手順に従います。

 で、 管理ツール（ ） 設定（ ） 一般設定（ ）
に移動し、 プロビジョニング モード（ ） フィールドを プロビジョニング拡張機能（

） に設定して、 保存（ ） をクリックします。この選択後、ブラウザ ウィンドウをリフレッシュするか、ブラ
ウザのキャッシュを空にする必要がある場合があります。

 管理ツール（ ） アクティビティ（ ） に移動し、切り替えが完了したことを確認します。
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 機能が有効になり、機能していることを確認します。

 の次のページを参照します。

 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） 。このページに、ユーザ リポ

ジトリへの接続の問題が報告されていると、データベース接続は動作していません。「インストレーションに関

するトラブルシューティング」（ ページ）を参照してください。

 システム（ ） プロビジョニング（ ） デバイス（ ）

 システム（ ） プロビジョニング（ ）
が有効にされていない場合、 システム（ ） プロビジョニング（ ） に

エラーが表示されます。

 管理ツール（ ） 構成（ ） プロビジョニング拡張機能の設定

（ ）

 管理ツール（ ） プロビジョニング拡張機能の診断（
） に移動し、発生しているアラームがないか確認して、 ヘルス チェックを実行（ ）

をクリックします。アラームが発生している場合は、それをクリックして詳細を参照し、記載されている対処方法を実
行します。詳細については、「インストレーションに関するトラブルシューティング」（ ページ）を参照してください。
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ユーザ設定 
ここでは、 をプロビジョニング対応に設定するために必要な手順について説明します。

グループの作成とユーザの追加 

ユーザは、外部ディレクトリからインポートして に追加することも、手動で個別に追加することもできます。ユーザを
追加する前に、グループ階層を設定する必要があります。

ルート グループにユーザを直接インポートしたり、追加したりしないでください。こうすると、ユーザの一括削除の操作が複雑になり

ます。

グループの設定 

ユーザを手動で追加したり、外部ソースから特定のグループにユーザをインポートすると、ユーザはその都度、グループに割り当て
られているすべての設定を継承します。グループレベルで割り当てられていないすべての設定は、親グループから継承されます。

グループを追加するには、次の手順に従います。

 で、 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 ユーザとグループ（ ） コンテナで、追加するグループの親をクリックします。

 エクスプローラ ビューの上で、 グループを追加（ ） をクリックします。

グループを追加（ ） ダイアログボックスが表示されます。

 表示名（ ） フィールドにグループ名を入力します。

 保存（ ） をクリックします。

これで、外部ディレクトリからグループにユーザをインポートしたり、手動でユーザを追加したりできるようになります。

外部ディレクトリからのユーザのインポート 
 

はじめる前に 
 

 対象のディレクトリ ソースがサポートされていることを確認する必要があります。「ユーザ インポートの要件」（ ページ）を

参照してください。

 インポートはグループ単位で設定されるため、ユーザをインポートするグループを少なくとも つ追加してあることを確認
します。これは、ユーザを直接ルート グループに追加してはならないためです。

インポートの設定 

ユーザ アカウントを外部ディレクトリからインポートするには、次の手順に従います。
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 で、 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 ユーザとグループ（ ） コンテナで、ユーザ アカウントをインポートするグループをクリックします。
選択したグループに関する情報が複数のペインに表示されます。

 ユーザインポート（ ） ペインで、 構成（ ） をクリックします。

 開始点として親グループからユーザのインポート設定をコピーする場合は、 親からコピー（ ） をクリック

します。

 タイプ（ ） フィールドで、ユーザ データのインポート元の外部ディレクトリのタイプを選択します。インポート元として
選択した外部ディレクトリのタイプに基づいて、 構成（ ） フィールドが表示されます。次のスクリーンショット
は、セキュア で使用可能なフィールドを示します。
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 表示されるフィールドに、 が外部ディレクトリに接続するために必要な情報を指定します。次の表に
従ってフィールドを設定します。

フィールド

（ ）
を使用し
た

（セキュア
）

（ ）

説明

ホスト名

（ ）

はい はい はい 外部ディレクトリをホストしているサーバ。完全修飾ドメイン名
（ ）を入力します。

ポート（ ） はい はい はい 外部ディレクトリにアクセスするために使用されるサーバのポート。

のインポートにはグローバル カタログ ポート

を使用します。

ユーザ名

（ ）

はい はい はい 外部ディレクトリへのログイン時に が使用する
ユーザ名。パスワードも参照してください。

パスワード

（ ）

はい はい はい 外部ディレクトリへのログイン時に が使用する
パスワード。ユーザ名も参照してください。

ベース

（ ）

はい はい はい 識別名。 ライブラリの記事を参照してください。
詳細については、『 』を参照してください。

相対検索
（

）

はい はい はい ベース から見た の相対識別名（ベース も参
照）。相対 は、ベース から親フォルダを見たときの相対
ファイル名です。たとえば、 が
C:\example\folder\myfile.txt の場合、相対 は
myfile.txt です。詳細については、 ライブラリの記
事『 』を参照してください

サーチ フィ
ルタ
（

）

はい はい はい インポートするアカウントを指定した検索フィルタ。これらの
フィルタの詳細および構成方法の詳細については、
『

』 英語 を参照してください。

配布センター
（

）

いいえ はい いいえ キー配布センターのサーバのアドレス、つまりご使用
の （ ）のアドレスです。この値は、完全修
飾ドメイン名（ ）または、 サーバが存在するドメインに
なります。ドメインの場合は、 が実行されて、
が特定されます。

配布センター
のタイムアウト
（

）

いいえ はい いいえ キー配布センターからの応答を待機する時間の最大ミリ秒。

レルム いいえ はい いいえ 認証用の で設定されているレルム。

接続タイプ
（

）

いいえ いいえ はい 接続タイプを選択します。次のオプションを使用できます。

 非セキュア（ ）

 

 ：この接続タイプでは、証明書処理がサポートされてい
ないことに注意してください。

証明書エラー
を無視
（

）

いいえ いいえ はい はい（ ） または いいえ（ ） を選択します。

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366101(v=VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366101(v=VS.85).aspx
http://tools.ietf.org/html/rfc4515
http://tools.ietf.org/html/rfc4515
http://tools.ietf.org/html/rfc4515
http://tools.ietf.org/html/rfc4515
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 保存（ ） をクリックします。

および のフィールドの 属性へのマッピング、手動同期の実行手順の詳細については、
「ユーザ データの同期化」（ ページ）を参照してください。

Active Directory/LDAP ディレクトリからインポートされる新規ユーザのフィールド マッピングのカスタマイズ 

カスタマイズしたアクティブ ディレクトリとの統合を可能にするために、 ではユーザが
と 間のユーザのフィールド マッピングを変更できるようになっています。

フィールド マッピングの変更は新しいユーザ インポートにのみ適用され、作成済みのインポートには適用されません。フィールド
マッピングの変更を適用するには、 の サービス
も再起動する必要があります。

新規ユーザインポートの フィールド マッピングを変更する場合：

 管理ツール（ ） 設定（ ） の設定
（ ） 新規ユーザインポートの フィールドマッピング（

） に移動します。

 インストールに応じて値を変更します。

新規ユーザインポートの フィールド マッピングを変更する場合：

 管理ツール（ ） 設定（ ） の設定（
） 新規ユーザインポートの フィールドマッピング（

） に移動します。

 インストールに応じて値を変更します。

 保存（ ） をクリックします。

 の サービスを再起動します。

Active Directory 接続設定の確認 

接続設定をチェックし、フィルタ テンプレートがインポートする対象に対して適切であることを確認します。

 管理ツール（ ） 構成（ ） プロビジョニング拡張機能の設定（

） に移動します。

 接続（ ） 設定にスクロールします。
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 必要に応じて設定を変更します。

 接続タイムアウト（ ） はミリ秒単位

 フィルタテンプレート（ ） は、すべてのグループ インポートに適用される。テンプレート内の %s 変数は、
グループ インポートに設定されている何らかの検索フィルタで置き換えられる。

 保存（ ） をクリックします。

ユーザの手動追加 

外部ディレクトリからユーザ アカウントをインポートする代わりに、ユーザ アカウントを手動で追加することができます。

ユーザ アカウントを追加する前に、アカウントが所属するグループがグループ階層にすでに存在していることを確認します。
「ユーザの手動追加」（ ページ）を参照してください。

手動で作成したユーザ名が次のいずれかと一致しない限り、手動で追加されたユーザは ユーザ ポータルにサインインで
きないことに注意してください。

■ 存在する場合は、 ユーザ名。

■ ユーザに アカウントがない場合は、 サーバのローカル ユーザ
名。このようなアカウントを作成している場合は、必要なクレデンシャルを必ずユーザに提供して、ポータルにサインインで
きるようにします。

ユーザ アカウントを追加するには、次の手順に従います。

 で、 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 ユーザとグループ（ ） コンテナのヘッダーの下にある検索フィールドを使用し、ユーザ アカウントが
すでに存在していないことを確認します。

 ユーザとグループ（ ） コンテナで、所属するグループをクリックします。

 ユーザとグループ（ ） コンテナで、 ユーザの追加（ ） をクリックします。 ユーザの追加

（ ） ダイアログボックスが開きます。

 提供されたフィールドにユーザに関する情報を指定します。ユーザ名は 文字以内にする必要があります。

 保存（ ） をクリックします。

アカウント情報の設定および送信 

ユーザへのアカウント情報の配信を簡素化するために、 には設定可能な電子メール テンプレートを使用した電
子メール機能が用意されています。この機能は、 などの機能で使用するためのプロビジョニング アカウント設定および
アカウント詳細を、個々のユーザまたはグループに通知するために使用できます。

電子メールの設定値の設定 

電子メールを設定するには、次の手順に従います。
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 で、 管理ツール（ ） 設定（ ） プロビジョニング拡張機能の設定

（ ） に移動します。

 アカウント情報電子メール（ ） ペインで、次のようにフィールドを設定します。

送信者アド

レス

（

）

電子メール通知を送信するときの送信者の電子メール アドレスとして が使用する電子
メール アドレス。アドレスは、受信者の電子メール クライアントの 差出人（ ） フィールドに表示され
ます

件名

（ ）

電子メール通知の件名。件名は、受信者の電子メールクライアントの 件名（ ） 行に表示されます。

本文

（ ）

ユーザに送信される電子メールの本文を決めるテンプレート。例については、上記のスクリーンショットを
参照してください。

を使用する場合は、次の追加情報を追加することを推奨します。

You can be contacted via your FindMe ID: 

{video_address} 

ホス

ト名（

）

（メール）サーバの アドレスまたはホスト名。

ポー

ト（

）

（メール）サーバによって使用されるポート番号。

ユー

ザ名（

）

メール サーバにアクセスするために必要になったら使用するユーザ名

パス

ワード

（

）

メール サーバにアクセスするために必要になったら使用するパスワード名。
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 ユーザ レポジトリ（ ） の下で、 インポートされたユーザへの自動電子メール送信の有効化（
） を選択するかどうかを決めます。

デフォルトでは、 いいえ（ ） に設定されています。

 保存（ ） をクリックします。

からユーザをインポートし、自動電子メールの送信を有効にする場合は、次の手順に従う必要はありません。

単一のユーザへの情報の送信 

大きなユーザ グループにアカウント情報を送信する前に、テストとして単一のユーザ（たとえば自分のアカウント）にアカウント情
報を送信することを推奨します。

 で、 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 ユーザとグループ（ ） コンテナで、自分のユーザ名およびその他の適切なテスト メールの受信
者をクリックします。選択したユーザに関する情報が複数のペインに表示されます。

 ユーザ設定（ ） ペインの上の領域にある アカウント情報の送信（ ） をクリッ

クします。

電子メールの送信がスケジュールされたことを確認するメッセージが表示されます。

電子メール サーバの設定によっては、スケジュールされた電子メールは数分内に指定した受信者の受信トレイに到着し
ます。電子メールが配信されなかった場合は、 診断（ ） ページの アラーム（ ） ペインを確認します。
「 診断の実行」（ ページ）を参照してください。

グループ内のすべてのユーザへのアカウント情報の送信 

グループに通知することを選択した場合、 は、そのグループのユーザだけでなく、サブグループのすべてのユー

ザに対しても通知を行います。

アカウント情報をグループに送信するには、次の手順に従います。
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 で、 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 ユーザとグループ（ ） コンテナで、目的のグループをクリックします。選択したグループに関する情
報が複数のペインに表示されます。

 ユーザ設定（ ） ペインの上の領域にある アカウント情報の送信（ ） をクリッ
クします。確認用のプロンプトが表示されます。

 グループ内のすべてのユーザがアカウント情報を送信するかどうかを確認します。電子メールの送信がスケジュールされた
ことを確認するメッセージが表示されます。電子メールが配信されなかった場合は、 診断（ ） ページの アラー
ム（ ） ペインを確認します。「 診断の実行」（ ページ）を参照してください。

インポートユーザへのメールの自動送信の有効化（ ） を有効にしない場
合、後日追加されたユーザにアカウント情報を送信するには、「単一のユーザへの情報の送信」（ ページ）の記述に従って、個
別にユーザに通知します。

Smart Scheduler の導入 
は、 （ ）を使用する

予約用のスマート インターフェイスです。

レイアウトは拡張可能で、タッチ スクリーンが使いやすくなっています。
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は ソリューションの一部であり、これによりユーザは
を使用して、または使用せずに 会議を設定できます。

ユーザは次の内容を予約できます。

■ テレプレゼンス会議室

内の予約可能なシステムはすべて直接スケジュールできます。

■ コールインの参加者

予約でサポートされていないシステム（ によりプロビジョニングされるデバイスを含む）を、コー
ルイン参加者としてスケジュールすることができます。

コールインの参加者は次のプロトコルを使用する必要があります。

プロトコル 選択

コールイン参加者は、ビデオ用の または 音声を使用する必要があります

（ ） コールイン参加者は、ビデオ用の （ ）または （ ）音声を使用する必要があります。

コールイン参加者は、ビデオ用の または 音声を使用する必要があります。

ベスト プラクティスと制限事項 

で作成された予約を、 を使って変更しないことを強く推奨します。これは、 で会議に関
して選択されたすべての機能とオプションが インターフェイスでサポートされるわけではないためです。

具体的には次のとおりです。

■ 一連の定例会議の例外は、 ではサポートされません。変更した場合、すべてのインスタンスにそれが
適用されます。

■ は、 から追加されたコールイン参加者の名前を変更します。

予約の制限事項 

を使用して やその他すべての拡張機能を
介して予約する際には、次の制限事項が適用されます。

■ 参加者人数が最初の の容量を超えたときの追加の へのカスケードは、サポートされていません。
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このようなシナリオをサポートするには、 の優先 として を設定します。

■ サービス ユーザがすべての予約を実行する場合、予約の権限はすべてのユーザで同じです。 の個々の権限お
よび制限は無視されます。

■ 過去の会議を変更または削除することはできないので、会議を過去から未来に移動することはできません。

■ 既存の予約の編集時に使用可能なシステム ライセンスが十分でない場合、予約は削除されます。

■ 毎年の繰り返しはサポートされていません。

■ スマート スケジューラが使用されると、 の組み合わせを使用して で
に設定されたエンドポイントの予約権限が予想される方法で動作します。ただし、スマート スケジューラを使用して予約

が行われた場合、ビデオ エンドポイントの で設定されている権限は適用されません。

■ がスマート スケジューラを介して追加された場合、 （ ）はブリッジとして選択されません。

予約の範囲と繰り返し

は、次のように予約範囲内にない、またはサポートされていない繰り返しパターンを持つ、会議出席依頼をすべて拒否
します。

■ 頻度が を超える、または終了日を持たない一連の会議。

■ 予約期間外の回を含む会議。 と 内のすべての統合されたリソース メールボックスに
同一の予約期間を設定することを強く推奨します。

■ 過去の会議。

進行中の会議

現在進行中の つの会議を更新することはできますが、常に可能であるとは限りません。

■ 会議を変更する際、いずれかの参加者に対して予約の競合が生じる場合、会議の延長は失敗します。

■ 一連の会議の一部である会議を変更する際、次のようになります。

 開始時刻の編集は機能せず、 は例外をスローします。

 切断と再ルーティングを必要とするような会議の編集は正常終了しません。たとえば、会議が をサポートし
ないブリッジを使用する場合、会議中に を追加できません。

 会議の他の要素はすべて変更できますが、参加者数が または の容量を超えると、
は例外をスローし、参加者は追加されません。

■ 定例会議内の会議が進行中にその定例会議を削除すると、進行中の会議は終了します。

■ 定例会議内の会議が進行中にその定例会議を変更すると、進行中の会議は定例会議から分離され、単一の会議に
変わります。

 進行中の会議と競合する、変更された定例会議内の会議は作成されません。

 定例会議内の過去の会議はどれも変更されません。

 保留中の会議には新しい会議 が割り当てられます。

Smart Scheduler へのユーザ アクセス 

必要なクレデンシャルを持つユーザは、次の を使用して にアクセスできます。

をすでに使用しているユーザは、右上隅のポータル アイコンをクリックして、 と に移動す
ることもできます。
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アクセス権と権限 

ユーザを にアクセス可能にするには、以下の手順に従って、ユーザに権限を設定する必要があります。

 管理ツール（ ） ユーザ管理（ ） グループ（ ） に移動します。

 グループ（ ） を選択します。

 権限の設定（ ） をクリックします。

 予約（ ） その他（ ） に移動します。

 予約（ ） をオンにします。

ユーザが にアクセスするには、 にアカウントする場合と同じく、次のいずれかのアカウントが必要

です。

■ のローカル アカウント

■ サーバが を介して信頼するドメイン アカウント。サーバをドメインのメンバーにすることによって、
信頼されるすべてのドメイン ユーザが、既存の クレデンシャルを自動的に使用できます。

ユーザがまだ存在しなければ、ユーザがサイトにアクセスした時点で作成されます。

実際の予約は個々のユーザによって直接作成されるのではなく、これらのユーザの代わりに、インストール時に追加された
サービス ユーザによって作成されます。したがって、個々のシステムの予約権限はすべてのユーザについて同じになるた

め、 にログインできるすべてのユーザに、すべてのエンドポイントの予約が許可されます。

にログインして予約を作成するのに、このサービス ユーザを使用しないでください。

タイム ゾーンの表示 

予約は、ユーザのコンピュータで検出されたタイム ゾーンを使用して作成されます。これらのタイム ゾーンを確認するには、ユー
ザ ポータルの日時設定に移動します（ アカウント設定（ ） ロケール（ ） ）。検出はタイム ゾーンの
ルール セットに作用しますが、名前には作用しないことに注意してください。ユーザのタイム ゾーンに表示される名前は正しく表
示されない場合があります。

ユーザは、この設定を使用して時間と日付を表示する形式を設定できます。この設定はブラウザのウェブ ストレージに保存され
ます。

WebEx の予約 

を使用して、ユーザは次の会議を予約することができます。

■ の会議（ を使用した ）

■ のみの会議。

を使用して がすでにセットアップされている場合は、
予約フォームで、会議に を含めるオプションを使用できます。「

の要件」（ ページ）を参照してください。

ユーザを容易に追加および管理できるよう、 および にシングル サインオンを導入することを強く推奨します。

非 シナリオでは、 で予約される各 ユーザに、 ユーザ名とパスワードを手
動で追加しなければなりません。管理者はこれらの設定を で追加できます。ユーザが 設定を使
用してクレデンシャル自体を追加することもできます。
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Smart Scheduler のしくみ 

 ドメイン ユーザが にログインし、会議を予約すると、要求が に渡されます。

 このやり取りは、 （ ）経由で行われ
ます。

 のインストール中に入力される ユーザは、 のサービス ユーザです。こ
のユーザは、 ユーザに代わって で予約を作成します。

ユーザが にまだ存在しない場合は、予約と同時にそれが作成されます。

 予約が完了すると、 は会議を予約したユーザに対して確認メールを送信します。その後、ルート、スケジュー
ルされたシステム、 情報などの会議の詳細を含むメッセージを、他の会議参加者に転送できます。

予約が作成または更新された場合も、 から のサービス ユーザに電子メールが送信されま
す。サービス ユーザおよび電子メールを受信しないように設定する方法の詳細については、「 のユーザ名お
よびパスワード」（ ページ）を参照してください。

Collaboration Meeting Room の導入 

Collaboration Meeting Room の概要 

（ ）は、一連のビデオ アドレスが設定された、予約済みの仮想空間です。ユーザは、いつで
もそのアドレスにコールして、会議を開始できます。

は、他の参加者の場所を把握せずに、 を使用して接続する簡単な方法を提供しま
す。ユーザは、ラップトップ、 会議室、デスクトップ エンドポイント、または電話のどこからダイヤルしても、同じ仮想
ルームにダイヤルします。

会議室の大きさと品質 

他の会議室と同様に、 の大きさと使用可能なリソースはそれぞれに変えることができます。

管理者は次の事項を決定できます。

■ 会議室参加者の最大許容数

■ ユーザが会議室に期待できるビデオ画質

■ 会議室での会議継続時間

これらのプロパティは、 ポータル ページにアクセスすると確認できます。ビデオのレイアウトは会
議室の所有者が決定します。参加者が会議室にアクセスするとウェルカム バナーとして表示される会議室の名前も、会議室の所
有者が変更できます。

PIN 保護 

会議室へのアクセスは、 コードの使用によって制限することができます。管理者は、ホストやゲストに を要件とするかど
うか、および最小桁数を決定します。

初期セットアップの後に の 要件を変更すると、ユーザに混乱を招きがちであることに注意してください。このような変
更を行う場合は、ユーザに通知することを推奨します。

「 に影響を及ぼす変更」（ ページ）、および「 のホスト ロールとゲスト ロールの設定」（
ページ）も参照してください。

Collaboration Meeting Room の作成方法 

を作成するには、 つ以上のブリッジ プールおよびサービス設定が構成された また
は を持つ の導入が必要です。
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管理者は、 で次の作業を行います。

■ ユーザ独自の の作成を許可する、 つ以上のユーザ グループからなるユーザ ベース
をセットアップします。

■ 上のサービス設定にリンクさせた つ以上の テンプレートを作成します。グループの
テンプレートによって、アドレス パターンと各ユーザの で使用可能なパラメータが決まります。

■ 必須テンプレートをグループに適用します。グループごとに適用できるテンプレートは つだけです。

サービスが有効であることを管理者から通知された時点で、各ユーザは ユーザ ポータル ページで独自の
の作成を開始できるようになります。 テンプレートに応じて、 上で各ユーザの に英

数字や数値によるビデオ アドレスが作成されます。

これで は永続的に使用可能になり、随時アクセスできます。

TelePresence Conductor で作成された会議との違い 

は、 によって作成された 上の会議です。

の テンプレートは、 の会議テンプレートおよび会議エイリアスに対応します。

次の点に注意してください。

■ を使用して作成された は、 では変更できません。

■ で作成された会議テンプレートと会議エイリアスは、 では変更できません。

■ 「講義」会議タイプは ではサポートされません。

Collaboration Meeting Room のリソース消費 

を使用して に をプロビジョニングすると、 は、定義
された品質レベルで特定の参加者 人分のリソースを予約します。参加者が にダイヤルインし、リソース最適化が有効に
なると、 は必要なリソースだけが会議ブリッジで使用されるようにリソースを最適化します。

ただし、すでに予約されたリソースが完全に解放されることはありません。リソースは、同じ にダイヤルインする追加の参加
者が使用できます。一方、予約されたリソースを他の会議に使用することはできません。 での会議ブ
リッジの使用状況から、予約済みリソースの数が、使用されたリソースの数を超えているかどうかがわかります。

Collaboration Meeting Room の設定 

はじめる前に 

このドキュメントの説明に従って をセットアップして有効にする必要があります。

■ をインストールして有効にします。「 のインストール」（ ページ）を参照してください。

■ ユーザ ベースを設定します。「グループの作成とユーザの追加」（ ページ）を参照してください。

は、 つ以上のブリッジ プールと つ以上のサービス設定でセットアップする必要があります。

■ 『 』で説明している手順に従ってください。

 で会議テンプレート、エイリアス、自動ダイヤル参加者を作成するためのタスクは省略し
ます。これらのタスクは、 で行うためです。

 自動接続される参加者を作成するユーザをサポートするために、ランデブー ロケーションを正しく設定してください（ 会
議の設定（ ） ロケーション（ ） ロケーションの選択（ ）
発信ダイアルの トランク設定（ ） ）。

■ サポートされるブリッジ タイプは、 および シリーズのみです。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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TelePresence Conductor への接続 

に追加できる 接続は最大 です。

クラスタごとに つの だけに接続します。

で接続する各 で、次の手順を実行します。

 ユーザ（ ） 管理者アカウント（ ） に移動します。

 新規（ ） をクリックします。

 次の設定を使用して、 専用の新しいユーザを追加します。

 アクセス レベル：読み取り 書き込み

 アクセス：いいえ

 アクセス：はい

 状態：有効

 保存（ ） をクリックします。

で、次の手順を実行します。

 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 テンプレート（ ） から
の設定（ ） をクリックします。

設定（ ） ダイアログが表示されます。

 新規追加（ ） をクリックします。

の構成（ ） ダイアログボックスが表示されます。

 に作成したクレデンシャルを入力します。

フィールド 説明

ホスト名

（

）

接続先 のホスト名または アドレス。

ポート（ ） 接続するポート。デフォルトでは、ポート で を使用します。

ユーザ名

（ ）

次の設定と権限を持つ 管理者アカウントのクレデンシャル。

 アクセス レベル：読み取り 書き込み

 アクセス：いいえ

 アクセス：はい

 状態：有効

パスワード

（ ）

ドメイン で作成されたすべての数値エイリアスにこの が追加する
ドメイン。

 接続（ ） をクリックします。

 接続に成功すると、 の管理（ ） ダイアログボックスに戻り、新しく追加した
がリストに表示されます。さらに を追加する必要がない場合

は、 をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

 接続に問題がある場合は、 の構成（ ） ダイア
ログボックスに戻り、必要に応じて設定を調整します。
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テンプレートの作成 

の設定は、グループ レベルで指定する必要があります。これらの設定は、グループにテンプレー
トを割り当てることによって行います。

テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

 コラボレーション会議室テンプレート（ ） に移動します。

 新しいテンプレート（ ） をクリックします。

 以下の設定を入力します。

表 コラボレーション会議室テンプレートの設定フィールド

フィールド 説明

テンプレート名
（

）

リストが増大しても簡単にテンプレートを選択したり管理したりできるように、各テンプレートにわかりや
すい名前を割り当てます。

たとえば、ビデオの品質、地理的な場所など、テンプレートの目的が明確に伝わるようなキーワードを
含めます。

テンプレートで使用する をドロップダウン リストから選択します。

サービス設定
（

）

すでに で作成されているサービス設定を選択します。

エイリアス
パターン（

）

現在の の展開でサポートされている場合に英数字ダイヤリングのパターンを作成しま
す。このパターンはダイヤル プランに一致する必要があります。

次に例を示します。

{username}@meeting.example.com 

推奨される変数は次のとおりです。

 

 

 

 

、 、および もサポートされていますが、同じ名前が共有さ
れることが多いため、組織で会議室を作成するときに競合が生じる可能性が高くなります。

競合のリスクを最小限に抑え、ユーザがエイリアスを予想できるようにするために、一意の識別子を使
用することを強く推奨します。

ユーザが新しい会議室を作成するときにエイリアスの競合が発生した場合、 は、数値
エイリアスが有効になっている場合にのみ数値エイリアスを作成し、エイリアスを生成できない場合は
会議室の作成に失敗します。

数値エイリアス
パターン
（

）

各会議室に英数字のエイリアスに加えて数値エイリアスを追加するかどうかを指定します。コール制御

デバイスのダイヤル プランに一致するパターンを選択する必要があります。

オンにすると以下の設定が表示されます。

タイプ（ ） 数値エイリアス パターンのベースとして次のどちらを使用するかを選択します。

 番号の範囲（ 番号を生成（ ） ）

 正規表現パターン（ オフィス電話（ ） または 携帯電話（ ） ）
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表 コラボレーション会議室テンプレートの設定フィールド（続き）

フィールド 説明

番号 範囲
（

）

数値エイリアスに使用する番号の範囲を つ以上入力します。範囲はハイフンを使用して入力しま
す。スペースは含めません。複数の範囲を入力する場合はカンマで区切ります。

次の点に注意してください。

 範囲の両端の桁数を同じにする必要があります。たとえば、01-99 は有効ですが、1-99 は無効
です。

 範囲がテンプレート内およびテンプレート間で重なっていてもかまいません。重複する数値が生成さ
れることはありません。

 範囲内の番号はランダムに割り当てられますが、複数の範囲がある場合、範囲は順番に使用され
ます。

 つの範囲に 万を超える数の番号を含めることはできません。 

例：100000-123456、200000-234567 

プレフィックス

（ ）

すべての数値エイリアスの前半部分を構成する一続きの数値を入力します。

正規表現

（ ）

数値エイリアスの後半部分を作成するには、ユーザのオフィス電話か携帯電話の番号を使用できま
す。どちらを使用する場合も、各ユーザの電話番号が で使用可能になっている必
要があります。

正規表現（ ） フィールドを使用して、電話番号のどの部分を抽出するかを指定します。

電話番号の一部を使用する場合は、常に一意の番号が生成されるとは限らないことに注意してください。

競合のリスクを最小限に抑え、ユーザがエイリアスを予想できるようにするために、一意の識別子を使
用することを強く推奨します。

ユーザが新しい会議室を作成するときにエイリアスの競合が発生した場合、 は、パター
ンが存在する場合は英数字のエイリアスを作成しますが、エイリアスを生成できない場合は

の作成に失敗します。

例：

正規表現の結果に つまたは複数の一致グループが含まれている場合、すべての一致グループが
連結されます。一致グループがない場合は、一致結果全体が結果になります。

次の例では、電話番号 123.456.7890を照合します。

 正規表現が \d{4} の場合：この正規表現は最後の 桁に一致します。キャプチャ グループは含

まれていません。

結果は 7890 になります。

 正規表現が (\d{3})\.\d{4} の場合、これは 456.7890 に一致しますが、456 に一致するもう
つの一致グループもあります。結果は 456 になります。

— 正規表現が ((?<=\.\d)\d{2}(?=\.))(?:\.)(\d{4}) の場合、この正規表現は 56.7890 に
一致し、一致グループは 56 および 7890 になります。結果は 567890 になります。

会議の最高品
質（

）

使用可能なビデオ品質の範囲から、このテンプレートを割り当てた場合にユーザが使用できる最高の
品質を選択します。

コンテンツ共有
（

）

このテンプレートに基づく会議室でコンテンツ（プレゼンテーション）の共有を許可するかどうかを指定し

ます。
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表 コラボレーション会議室テンプレートの設定フィールド（続き）

フィールド 説明

コンテンツの
最高品質
（

）

使用可能なコンテンツ（プレゼンテーション）共有品質の範囲から、ユーザが使用できる最高の品質を
選択します。

コンテンツの最高品質（ ） の設定は、 でホストされている に

は適用されません。

ホスト の

最小長

（

）

これらの設定は、このテンプレートに基づく の 保護の要件とオプションを制御します。

 まず、ホスト ロールの の最小桁数を ホスト の最小長（ ）
に入力します。
この設定を 0のままにすると、 所有者が参加者に対して を使用する必要がなくなります。

 このテンプレートに基づく でゲスト ロールを許可するかどうかを選択します。

 ゲスト ロールはホスト ロールに比べて特権が制限されています。

 ゲスト ロールを許可（ ） を無効にすると、すべての参加者の特権と 要
件がホストと同じになります。

 ゲスト ロールを許可（ ） を有効にした場合は次の手順を実行します。

 ゲスト の最小長（ ） にゲスト の最小桁数を入力しま
す。この設定を 0 のままにすると、 所有者がゲスト ロールに対して を使用する必要
がなくなります。

 ゲスト ロビー（ ） を有効にするかどうかを選択します。これは、少なくとも 人の
ホストが に入室するまでゲストはロビーで待機しなければならないことを意味します。

詳細については、「 のホスト ロールとゲスト ロールの設定」（ ページ）を参照してください。

ゲスト ロールを
許可（

）

ゲスト の

最小長

（

）

ゲスト ロビー

（

）

参加者数を制
限する（

）

の参加者の最大許容数を設定するかどうかを選択します。

最大参加者数
（

）

参加者数の制限（ ） を有効にした場合、参加者の最大許容数を設定

します。

で許可される参加者数の上限は によって制御されます。詳
細については、 のドキュメンテーションを参照してください。

会議の時間を
制限する
（

）

の会議の最長時間を設定するかどうかを選択します。

この設定を有効にすると、参加者が切断するのを忘れたために会議が継続されるのを防ぐことができ
ます。

最長時間（分）
（

）

会議時間の制限（ ） を有効にした場合、会議の最長時間を分単位で設

定します。

マルチスクリー
ンの許可
（

）

会議に参加するテレプレゼンスシステムに対して複数の画面の使用を許可するかどうかを選択します。

画面の最大数
（

）

マルチスクリーンの許可（ ） を有効にした場合、参加者ごとに許可される画面の最

大数を設定します。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/tsd-products-support-series-home.html
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表 コラボレーション会議室テンプレートの設定フィールド（続き）

フィールド 説明

カスケードを許
可する（

）

環境内に使用可能なブリッジがある場合に、この のユーザが進行中の会議をシームレスに拡
張できるようにするかどうかを選択します。そのためには、カスケード用のブリッジ ポートまたは接続を
つ以上予約して、このテンプレートによって定義される で常に使用できるようにする必要があ

ります。

カスケードの数
（

）

カスケードを有効にした場合に、カスケード用に予約する ポートまたは
接続の数を設定します。

リソースの最適
化（

）

参加者によって使用されていない割り当て済みのリソースを会議の開始後に
が解放できるようにするかどうかを選択します。この設定はデフォルトで有効になっています。

を含む
（

）

が導入されている場合、 に接続されるインスタント ミーティングを作成できるように
するかどうかを選択します。

このオプションを使用するには、まず、 管理ツール（ ） 設定
（ ） の設定（ ） コラ
ボレーション会議室（ ） に移動して、 接続を許可する（

） を はい（ ） に設定する必要があります。

高度なパラメー
タ（

）

高度な会議パラメータのためのブリッジ固有の オブジェクトを作成時に設定します。

の例については、『 』を参照してください。

 保存（ ） をクリックします。

グループへのテンプレートの適用 

で、次の手順を実行します。

 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） で、テンプレートを適用するグループに移動

します。

 有効化（ ） カラムで、目的のテンプレートのオプション ボタンをオンにします。

テンプレートが直ちに適用されて、通知が表示されます。

グループ内のすべてのユーザは、独自の を作成できます。

ユーザは、次の項目を制御できます。

■ を使用するかどうか（要件として指定されていない場合）

■ 使用する会議室の （指定された制限内）

■ 会議の参加者が入室したときに表示されるバナー

CMR の数 

各テンプレートで作成された会議室の数は、テンプレート リストの カラムに表示されます。現在選択されているグループ
とは関係なく、この数は該当するテンプレートについての合計であることに注意してください。

CMR のホスト ロールとゲスト ロールの設定 

用のテンプレートを作成するときに、管理者は、 所有者がホストとゲスト参加者を区別でき
るかどうかを選択できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-maintenance-guides-list.html
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ホスト特権 

にホストとして接続している参加者は、ルーム内に他の参加者がいるかどうかに関係なく、いつでも接続できます。

管理者と 所有者による設定に応じて、この参加者が参加するときに が要求される場合があります。

使用されているブリッジによっては、ゲストとして接続している参加者が への入室を許可される前に、ホストが会議に参加
するまで待機するように要求される場合があります。

■ シリーズ：ゲストは必ず、ホストが参加するまで待つ必要があります。

■ ： 上の ゲストロビー（ ） 設定によって方針が決定されます。

ゲスト ロールの許可 

のテンプレートで：

■ ゲストロールを許可する（ ） をオンにします。
所有者に対してゲスト ロールを任意に設定するには、ホスト 要件を のままにする必要があります（オプション）。

■ ゲスト ロビーを有効にするかどうかを選択します。これは、少なくとも 人のホストが に入室するまでゲストはロ
ビーで待機しなければならないことを意味します。会議が開始されると、自動ダイヤル アウトがその会議に含まれるすべ
てのお気に入りのエンドポイントに対して開始されます。この場合、お気に入りの参加者がまず会議に参加し、その次にロ
ビーで待機する残りの参加者が会議に参加します。
この設定は、テンプレートに基づいてすべてのルームに適用され、 所有者は構成できません。

ゲスト ロールが許可されている場合

■ ゲスト ロールは、管理者または 所有者がホストに関する 要件を設定している場合にのみ使用されます。
がホストに対して設定されていない場合は、全員が自動的にホスト権限を使用して への入室を許可されます。

■ がホストに対して設定されているが、ゲストに対して設定されていない場合は、ゲストが に接続するときに # を押

すように要求されます。

■ ホストに関する 要件が存在する場合にのみ、ゲストに関する 要件を設定できます。

ゲスト ロールの不許可 

すべての参加者が同じ 要件と特権を持つようにするには、 テンプレートで ゲストロールを許可（ ）
をオフにします。

ゲスト ロールが許可されていない場合は、すべての参加者がホストとして扱われ、ルーム内に他の参加者がいるかどうかに関係
なく、いつでも接続できます。

CMR 会議への WebEx 参加者の追加 

を導入したら、 または のどちらかを使用して接続できるように に を含めるこ
とができます。

テンプレート経由で有効になっている場合は、 の各ユーザの
ページに 接続の作成（ ） ボタンが表示されます。このボタンを使用すれば、ユーザは
用の一時 接続を作成できます。

接続は一時的で、最終的にはタイムアウトするため、ポータル ページでは、接続を確立して、ミーティングの開始直前に
の詳細を配布するようにアドバイスされます。

はじめる前に 

で を有効にするには：

■ を展開する必要があります。詳細および手順については、『
』を参照してください。

■ 各 の所有者は、独自のユーザ名とパスワードを持つ、現在の サイトに関連付けられた登録済みの
ユーザにする必要があります。そうしなかった場合は、そのユーザに 接続の作成（

） ボタンが表示されません。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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■ 既存のテンプレートを変更することを計画している場合は、「 に影響を及ぼす変更」
（ ページ）を参照してください。

■ 電話料金の詐欺行為を阻止するために、 に使用される サイト上のコールバック電話会議を無効にすること
をお勧めします。

CMR での WebEx の有効化 

つ以上のテンプレートに機能を含めるには、 に対して を有効にする必要があります。

 で、 管理ツール（ ） 設定（ ） プロビジョニング拡張機能の設定

（ ） に移動します。

 で、 接続を許可（ ） を はい（ ） に設定します。

 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 既存のテンプレートを編集用に選択するか、新しいテンプレートを作成します。

 を含む（ ） をオンにします。

 保存（ ） をクリックします。

 の再生成（ ） をクリックします。

Collaboration Meeting Room に影響を及ぼす変更 

作成される に影響を及ぼす管理者の操作がいくつかあります。管理者は、テンプレートをグルー
プに適用して、ユーザに自分の の作成を許可する前に、テンプレートをできるだけ微調整することをお勧めします。

をユーザが使用できるようにした後にテンプレートに変更を加える必要がある場合は、以下のベ
スト プラクティスに従って変更を計画し、ユーザに及ぼす混乱を最小限にとどめてください。

■ メンテナンス作業を時間外にスケジュールしてユーザに通知し、ユーザがメンテナンス中に の作成や変更を行わな
いようにできます。

■ 計画中に、目的とする変更のそれぞれが既存の会議室にどのような影響を与えるかを調べ、大幅な変更の場合はユーザ
に予想される影響を通知します。

グループのテンプレートの変更または置換 

次のアクションは、該当するグループの に有効な設定に影響を及ぼします。

■ グループに別のテンプレートを選択する。

■ グループにすでに割り当てられているテンプレートやサービス設定を変更する。

グループの テンプレートを に設定すると、そのグループのすべてのユーザから、 を作成および保守する資
格が取り除かれます。

グループ間またはユーザ変更フィルタ間のユーザの移動は、実行されるシーケンスまたはステップが の削除につながる可
能性があるため慎重に行う必要があります。

■ ユーザが異なるグループに移動され、テンプレートが割り当てられていない場合、データベースの の削除につなが
ります。

■ ユーザが同じテンプレートを持つ別のグループに移動すると、 は保持されます。

■ ユーザが新しいテンプレートを持つ別のグループに移動すると、 は新しいテンプレートに基づいた詳細を保有します。

テンプレートを変更すると必ず、 エイリアスパターンが再生成されます。数値エイリアスパターンは 上で設定された後は
再生成されません。

テンプレートを編集するには、次の手順を実行します。

 テンプレート リスト内のテンプレート名の横にある鉛筆アイコンをクリックします。

 必要に応じてテンプレートの設定を変更します。
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 保存（ ） をクリックします。

 必要に応じて、変更する他のテンプレートに対して上記の手順を繰り返します。

 すべてのテンプレートの変更が完了すると、 同期ステータスのチェック（ ） ボタンの横にあるカウンタ
に、変更されたテンプレートと現在同期していない会議室の数が示されます。同期させるには の再生成
（ ） ボタンをクリックします。

PIN ポリシーの変更 
 

■ ポリシーをより厳格なものに変更すると、変更が同期されるときに、 はポリシーに準拠していない会
議室に対して新しい を生成します。

注：より厳格な ポリシーを設定すると、新しい基準を満たさないすべての に対して が生成されます。ユーザ
の が変更された可能性があること、ポータルにログインして の設定を変更する必要があることをユーザに通知し
てください。

■ ポリシーを緩やかなものに変更した場合は、既存の会議室に及ぼす影響はありません。

テンプレートの削除 

テンプレートを削除するには、 テンプレート リスト内のテンプレート名の横にある赤色の削除アイコンをクリックします。

既存の会議室に関連付けられているテンプレートは削除できないことに注意してください。

ユーザの削除 

ユーザがユーザ リポジトリから削除されると、そのユーザの も自動的に削除されます。

グループ間のユーザの移動 

ユーザ リポジトリ内のユーザのグループが変更されると（通常は、 の変更が原因）、ユーザの新しいグループに
別のテンプレートがある場合、そのユーザに割り当てられた テンプレートも変更されます。

非 ユーザが異なるテンプレートを持つグループ間を移動すると、そのユーザの新しい会議室が作成
されます。これには通常約 ～ 分かかります。会議室が作成された後、ユーザは会議室をテンプレートに同期するためにコ
ラボレーション ミーティングルームを再作成し、変更を に反映させる必要があります。

ユーザのグループ間の移動方法およびテンプレートの変更または交換方法に関する詳細は、「グループのテンプレートの変更また
は置換」を参照してください。

 は、次のヘルス チェック時に変更を登録します。ヘルス チェックの実行は、 プロビジョニング拡張機能の
診断（ ） ページから手動で開始することもできます。

 ユーザの は非同期として表示されるはずです。同期させるには、 コラボレーション会議室テンプレート
（ ） ページの の再生成（ ） をクリックします。
これにより、変更が に反映されます。

タッチトーンおよび DTMF 

ユーザは自動接続のためのタッチトーンを入力できます。

 それには、 新しいお気に入り（ ） に移動して ビデオ アドレスまたは番号（ ）

フィールドを使用します。

 番号とタッチトーン番号の間には、「 」を入力します。

 秒の一時停止にはカンマ（ ）を使用します。（例： ）

 自動接続（ ） を選択します。

 保存（ ） をクリックします。
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自動接続の参加者 

ユーザは お気に入り（ ） 機能を使用して自動接続参加者としてレコーディング エイリアスを追加できます。これは新し
い会議が で開始されるたびに接続されます。

自動接続参加者は、次のようなさまざまなシナリオをサポートする他の参加者の追加にも使用できます。

■ ユーザ自身のエンドポイント：自分のミーティングで他のユーザの参加を待つ必要を回避します。

■ 録音を再生するための （または代替再生デバイス）です。

■ 音声ブリッジです。パラレルビデオおよび音声会議を設定するには、これを使用してカスケードをトリガーすることができます。

■ 緊急会議のためにチームのメンバーをすばやく集める単一のエイリアスです。

お気に入りの自動接続参加者を追加する 

お気に入りの自動接続参加者を追加するには、次のステップを実行します。

 ユーザ ポータルに移動します。

 自動接続参加者（ ） をクリックします。

 お気に入り（ ） をクリックします。

 新しいお気に入り（ ） をクリックします。

 参加者についての情報を入力します。

 保存（ ） をクリックします。

 戻る（ ） をクリックします。

お気に入りの自動接続参加者を変更する 

お気に入りの自動接続参加者を変更するには、次のステップを実行します。

 お気に入りの参加者（ ） の横のチェックボックスをオフにします。

 お気に入り（ ） をクリックします。

 編集するお気に入りの右横にある 編集（ ） ボタンをクリックします。

 変更が必要な値を編集します。

 保存（ ） をクリックします。

 戻る（ ） をクリックします。変更したお気に入りが表示されます。
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ユーザの維持 
ここでは、 の設定後に実行しなければならない可能性があるメンテナンス作業について説明します。

ユーザ データの同期化 

外部ソースからのユーザ アカウント データのインポートを設定した場合（「グループの作成とユーザの追加」（ ページ）を参照）、
はユーザが指定した情報を使用して同期スケジュールを設定します。同期は 日 回実行されます。スケジュー

ルは変更できませんが、手動同期はいつでも実行できます。（「手動同期の実行」（ ページ）を参照）。

以外の 実装では、インポートと同期に対して次の機能がサポートされています。

■ に定義されている entryUUID フィールド。

■ に定義されている簡単なページング。

LDAP および AD フィールドのマッピング 

次の表に、ユーザ データをインポートして同期したときに、外部 または ソースからのユーザ属性が、
にどのようにマップされるのかを示します。 および パスワードを含め、他のフィールドは

インポートまたは同期されません。

ユーザ属性（ ） 列に、外部ディレクトリの属性がマッピングされるユーザ属性の名
前が示されています。テンプレート パターンにこれらのユーザ属性を含めることができます。次に、ビデオ アドレス パターンに
username 属性を含める例を示します。

{username}@example.com 

一部のユーザ属性とは、特定のパターンを定義するためだけに使用できます。たとえば、発信者 パターンにユーザ名属性を含
めることはできません。詳細については、 オンライン ヘルプを参照してください。

から から へ ユーザ属性

objectGUID entryUUID external_id  

sAMAccountName cn ユーザ名（Username） 

mail mail 電子メール（Email） 

title title タイトル（Title）  

givenName givenName 名（First Name） 

sn sn 姓（Last Name） 

company company 会社（Company）  

department department 部署名（Department）  

telephoneNumber telephoneNumber オフィスの電話（Office 

Phone） 

mobile mobile 携帯電話（Mobile Phone） 

displayName displayName 表示名（Display Name） 

http://tools.ietf.org/html/rfc4530
http://tools.ietf.org/html/rfc2696
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手動同期のテスト 

手動同期を実行した結果をプレビューし、検証するには、次の手順に従います。

 で、 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 ユーザとグループ（ ） コンテナで、テストするグループをクリックします。

選択したグループに関する情報が複数のペインに表示されます。

 ユーザインポート（ ） ペインで、 テストインポート（ ） をクリックします。

ユーザインポート（ ） ペインに、テストが進行中であることを示す情報が表示されます。テストの実行が終
了したら、情報はテストが正常に完了したかどうかを確認します。処理されたレコードの合計数と、または手動同期に
よって作成、更新、移動、または削除されるレコード数が表示されます。

手動同期の実行 

手動同期を実行するには、次の手順に従います。

 で、 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 ユーザとグループ（ ） コンテナで、同期するグループをクリックします。選択したグループに関する
情報が複数のペインに表示されます。

 ユーザインポート（ ） ペインで、 スマートインポート（ ） をクリックします。

ユーザおよびグループの移動 
グループおよび手動で作成したアカウントを移動するには、次の手順に従います。

 で、 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 ユーザとグループ（ ） コンテナで、移動するグループまたはユーザをクリックします。

選択したグループに関する情報が複数のペインに表示されます。

 ユーザ設定（ ） ペインの上部で、 ユーザの移動（ ） または グループの移動（ ） を

クリックします。

 移動（ ） ダイアログボックスで、ターゲットユーザまたはグループに移動してクリックし、 移動（ ） をクリックします。

外部ソースからインポートされたユーザ アカウントの移動 

外部ソースからインポートされたユーザを移動するには、現在ユーザがインポートされているグループ、およびユーザをインポー
トする先のターゲット グループのインポート フィルタを変更する必要があります。現在のグループのフィルタは、ユーザが除外さ
れるように変更し、ターゲット グループには、ユーザが含まれるようなフィルタを適用します。

ユーザ アカウントの検索 

ユーザ アカウントを検索するには、次の手順に従います。

 で、 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 ユーザとグループ（ ） コンテナの見出しの下の検索フィールドに、検索するユーザ アカウントの表
示名を入力します。
部分的な検索文字列を入力できます。検索文字列に一致するユーザ アカウントが、 ユーザとグループ（

） コンテナに表示されます。

 一致するユーザ アカウントの詳細を表示するには、そのアカウントをクリックします。

 そのアカウントが属するグループを識別するには、左側ペインの上部にある グループに移動（ ） ボタンを
クリックします。

グループおよびユーザ アカウントの名前変更 

グループおよび手動で作成されたユーザの表示名を変更できます。外部ディレクトリからインポートされたユーザの表示名は変更
できないため注意してください。

ユーザおよびグループの表示名を変更するには、次の手順に従います。



導入ガイド
 

 

 で、 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 ユーザとグループ（ ） コンテナで、表示名を変更するグループまたはユーザをクリックします。
選択したグループに関する情報が複数のペインに表示されます。

 ユーザ設定（ ） ペインで ユーザを編集（ ） または グループの名前を変更（ ） を

クリックします。対応するダイアログボックスが表示されます。

 ユーザを編集（ ） または グループの名前を変更（ ） ダイアログボックスで新しい名前を入力し、

保存（ ） をクリックします。

Cisco TMS 接続詳細の更新 

接続詳細を更新するには、次の手順に従います。

 管理ツール（ ） 構成（ ） プロビジョニング拡張機能の設定（

） に移動します。

 接続（ ） セクションまでスクロールします。

 設定を必要に応じて変更します。

 保存（ ） をクリックします。

 プロビジョニング拡張機能サービスを再起動します。「 プロビジョニング拡張機能 サービスの再起動」
（ ページ）を参照してください。
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データベースのメンテナンス 
で使用するデータベースは、 、 、 の つです。これらのデータベースは、

同じ場所に配置しておく必要があります。あるデータベースを、その他のデータベースとともに、ダウングレードまたは変更するこ
とはできません。

データベースのバックアップ 

データベースを定期的にバックアップすることを推奨します。

データベースの移動または名前変更 

データベースを移動した後で、 ツールでデータベース設定を更新する必要があります。

 サーバで、 スタート（ ） ツール（ ）

に移動します。

 設定（ ） データベース接続（ ） に移動します。

 新しいロケーションで、 をアップデートします。

 データベース名（ ） を更新または確認します。

 ユーザ名（ ） を確認します。

 上記のユーザの パスワード（ ） を入力します。

 をクリックします。

冗長 導入の場合、上記の手順を両方のサーバに対して実行します。

データベース インスタンスを更新した後、 サービスを再起動して接続設定の変更を有効にします。詳細については、
「 プロビジョニング拡張機能 サービスの再起動」（ ページ）を参照してください。
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トラブルシューティング 
ここでは、 の組み込み診断ツール、およびトラブルシューティングのシナリオおよび戦略について説明します。

Cisco TMSPE 診断の実行 

は、定期的なヘルスチェックを 分ごとに実行し、見つかった問題を、 の 管理ツール（
） 診断（ ） プロビジョニング拡張機能の診断（ ） でアラームのリストと

して表示します。ヘルス チェックは、すべてのサービス（たとえば、ユーザ リポジトリ、ユーザ設定および電話帳）、およびデータベース
接続および内部メッセージング通信などの、基盤となるリソースをモニタします。

追加のシステム モニタリングは 分ごとに実行され、ディスク容量の不足、高いシステム メモリ使用率などの問題が報告され
ます。

ヘルス チェック中またはシステム モニタリングの結果として検出された診断問題は、 アラーム（ ） ペインに表示されます。

プロビジョニング拡張機能の診断（ ） ページに表示される情報は自動的には更新されませ
ん。情報を更新するには、ページをリロードします。

ヘルス チェックの実行 

ヘルス チェックを随時トリガーするには、次の手順に従います。

 で、 管理ツール（ ） プロビジョニング拡張機能の設定（

） に移動します。

 アラーム（ ） ペインの上部で、 ヘルス チェックを実行（ ） をクリックします。
ヘルス チェックが完了すると、メッセージが表示されます。新しいアラームは アラーム（ ） ペインに表示されます。

 アラームの詳細（ ） ダイアログボックスに問題の説明および推奨される対処方法を表示するには、 詳細
（ ） 列内のアイコンをクリックします。

 次のいずれかの操作を実行します。

 承認（ ） をクリックして問題を承認し、 アラーム（ ） ペインから削除します。

 キャンセル（ ） をクリックして アラーム（ ） ペインに残したままにします。
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システム ステータスの表示 

プロビジョニング拡張機能ソリューションに役立つサービスは、現在のステータスを判別するために定期的にモニタされます。

システム ステータスを表示し、是正措置を取るには次の手順に従います。

 プロビジョニング拡張機能の診断（ ） ページで、 システムの状態（ ）

ペインまでスクロールします。

 ステータスごとに色分けされた円を確認します。

 赤色の円はエラーまたは警告を示します。

 グレーの円は「ステータス利用不可」を意味します。

 緑の円は正常なステータスを意味します。

 サービスの問題を修正したり、サービスのステータスを更新したりするには、対応するボタンをクリックします。

 システムの状態： クリーンアップ（ ） をクリックします。
この動作は、ユーザおよびグループの更新など、データの変更に関する情報を格納するデータベースのデルタテーブルを
クリーンアップします。デルタ テーブルに変更が累積されていくことで、データベースが経時的に大きくなる場合があります。

 ユーザ インポートの状態： ユーザ インポート（ ） をクリックします。
この動作は、ユーザ リポジトリからターゲット サービスへの完全なインポートを開始します。

 デバイス インポートの状態： デバイス インポート（ ） をクリックします。
この動作は、デバイス リポジトリからターゲット サービスへの完全なインポートを開始します。

 クリーンアップのステータスの円を表示して、問題が解決したことを確認します。
一般的に、プロセスの待機中はステータスがオレンジに変わり、タスクが進行中の場合は歯車のアイコンになり、ステータ
スが になると、緑色の円に変わります。

TMS プロビジョニング拡張機能 Windows サービスの再起動 

一部のエラー状態では、 の問題を解決するために、 サービスの再起動が必要になる場合があります。
特定のシナリオでは、 プロビジョニング拡張機能の診断（ ） ページの 修正処
置（ ） として、この再起動の必要性が表示されることもあります。

サービスを再起動するには、次の手順に従います。

 を開きます。

 構成（ ） サービス（ ） に移動します。

 プロビジョニング拡張機能サービスを見つけ、 再起動（ ） をクリックします。

サービスの初期化には ～ 分かかる場合があります。この間、 の パーツは使用できなくなること
に注意してください。

ログ 

Cisco TMSPE および Cisco TMS のログ 

および の使用可能なすべてのログのスナップショットを取得するには、次の手順に従います。

 管理ツール（ ） サーバ メンテナンス（ ） に移動します。

 ログ ファイルのダウンロード（ ） をクリックします。

インストールに関するトラブルシューティングを実行 

インストール ログのチェック 

問題が サーバへの のインストール中に発生した場合は、 のインストール ログを参
照してください。 インストール ログは、次の場所にあります。

C:\Program Files(x86)\TANDBERG\TMS\TMSProvisioningExtension\app\logs 

このログは、 管理ツール（ ） サーバメンテナンス（ ） に移動して ログ
ファイルのダウンロード（ ） をクリックすることで入手できるログのアーカイブにも含まれています。
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Unable to Establish SQL Connection Through Java Runtime... 

インストーラの実行中にこのエラーが表示される場合は、 が動作中の状態であることを確
認します。 クライアントは、名前付きインスタンスおよびポート番号の解決に を使用します。

を表示し、必要に応じて起動するには、次の手順に従います。

 で次のいずれかを開きます。

 のコンフィギュレーション マネージャに移動し、 サービスを開きます。

 コンピュータの管理（ ） サービスとアプリケーション（ ）

サービス（ ） に移動します。

 サービスを検索し、実行されていない場合は起動します。

サービスを起動しない場合は、 インストーラでポート番号を指定する必要があります。ポート番号の入力でサポート
されている唯一の形式は、<SERVER NAME>:<port number> です。

ただし、名前付きインスタンスがデフォルトでダイナミック ポートを使用する場合は、データベース サーバのリブート時に接続
が切断されるため、注意してください。したがって、 が動作している状態を維持することを強く推奨します。

要求されたターゲットに有効な認証パスを見つけることができない 

プロビジョニング拡張機能の診断で、電話帳サービスに赤い円が表示されている場合は、次の手順に従います。

 クリーンアップ（ ） をクリックします。

 数分後に、ヘルス チェックを実行して表示される情報を更新します。

 それでも円が赤い場合は、ログを確認します。 ファイルに次の行が含まれている場

合：Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: 
PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable 

to find valid certification path to requested target 

 サーバ上の任意の場所に証明書ファイルを置きます。

 次のコマンドを使用して、サーバの から キーストアをアップデートします。
keytool -import -alias myprivateroot -keystore ..\lib\security\cacerts -file c:\hello.cer 

 プロンプトが表示されたら、キーストアのパスワードを入力します。デフォルトのパスワードは changeit です。

ポータルのトラブルシューティング 

FindMe または Smart Scheduler にアクセスできない 

エラー メッセージ： 。サーバに重要な がすべてインストールされていることを確認します。

Cisco TMSPE のアンインストール 
をアンインストールする方法は 通りあります。動作は、次に説明されているように、システム設定とアンインストー

ルの方法に応じて、異なる場所でログに記録されます。 をアンインストールすることで、ログ データが削除されるこ
とはありません。

インストーラの使用 

 インストーラを実行します。

 画面上の指示に従ってアンインストールします。

アンインストール ログは、次の場所で作成されます。

アンインストール プロセスを開始すると サービスが停止しますが、アンインストールをキャンセルしてもサービスは再起
動されないため、注意してください。詳細については、「 プロビジョニング拡張機能 サービスの再起動」（ ページ）
を参照してください。
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コントロール パネルの使用 

 サポートの記事『 インストーラーのログの記録を有効にする方法』の手順に従って、動作がログに記
録されることを確認します。

 コントロール パネルの プログラムの追加と削除（ ） リストを開きます。

 リストで プロビジョニング拡張機能を見つけ、 削除（ ） をクリックします。

アンインストール ログは、サーバの フォルダに作成されます。ログにアクセスするには、次の手順に従います。

 の スタート（ ） ファイル名を指定して実行（ ） に移動します。

 %Temp% と入力し、 をクリックしてフォルダを開きます。

 で始まる、拡張子が のファイル名を見つけます。

再インストール時の既存の SQL データベースの再利用または置換 

をアンイントールしても、自動的に データベースが削除されることはありません。インストーラによっ
て既存の データベースが検出されるので、データベースを再利用するかどうか尋ねられます。

を使用して、データベースを削除します。 は
以降のバージョンに含まれています。

付録 1：Cisco TMSPE で Personal Multiparty ライセンスを使用する ady 

種類の ライセンスがあります。

■ （旧 ）は、小規模な同僚グループで頻繁にディス
カッションを随時行う必要があるユーザ向けに、個人的なビデオ会議を開催できます。

■ は、会議ブリッジ リソースが許す限り多数の参加者を受け入れ、指定したユーザがホ
ストする、個人的な会議を開催できます。

どちらのライセンスも以下をカバーします。

■ がプロビジョニングする でのラン
デブー会議

■ でのアドホック会議

制限事項 

これらのライセンスは以下にのみ適用されます。

■ ベースの導入： ベースの導入はサポートされていません。

■ がホストする会議： はサポートされていません。

ライセンスの組み合わせ 

個別の会議ブリッジとプールを使用する場合は、 ライセンスと ライセンスを組み合わせることができ

ます。参照先：詳細については、『 』を

参照してください。

ライセンスはどちらのタイプでも、必要に応じて同じ 上の会議ブリッジとプール
を共有できます。

http://support.microsoft.com/kb/223300
http://support.microsoft.com/kb/223300
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_Server_Management_Studio
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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機能のサポート 
 

表 と の違い

 

の
ランデブー会議によってプロビ

ジョニングされたコラボレーション会議室

あり あり

アドホック エスカレーション済み会議 あり あり

で
のスケジューリング

現在、サポートされていません

会議の最大参加者数 参加者は最大
名

ライセンス パッケージに含ま
れる、会議ブリッジのキャパシティ、同時利用、およびスクリー
ン ライセンスの導入の総数により制限されます。

指定ホストあたりの同時会議数

ホストが会議に参加する必要性 あり あり

ビデオの最大解像度 会議ブリッジの能力によってのみ制限されます

コンテンツの最高品質 会議ブリッジの能力によってのみ制限されます

マルチスクリーンのサポート マルチスクリーン
エンドポイントの
画面しか表示さ

れない

あり

上記の表の制限事項は自動的に適用されませんが、 および テンプレートで設定する必要があ
ります。

■ で テンプレートを設定する手順は次のとおりです。

■ のアドホック会議を構成して、いずれかのライセンスで使用する詳細は、『
』を参照してください。

CMR テンプレートへのライセンス制限事項の適用 

と の使用に応じて を構成する手順については、
「 の設定」（ ページ）を参照してください。

または に準拠した テンプレートを作成するには、
「 の設定」（ ページ）のタスクを、次の手順に置き換えます。

 で、 システム（ ） プロビジョニング（ ） ユーザ（ ） に移動します。

 テンプレート（ ） で、 新規テンプレート

（ ） をクリックします。

 テンプレートに名前を付け、適切な を選択します。

 タイプの会議ブリッジを含む、 サービス設定（ ） を選択します。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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 エイリアス パターンを作成します。エイリアスの競合を防ぐために、常に一意であるユーザ名のパターンに基づいて
作成することを強く推奨します。

 数値エイリアス パターンも含めるかどうかを選択します。これは、 つ以上の指定した範囲内で生成するか、オフィスま
たは携帯電話の番号に基づいて生成するかを指定します。

 を使用する場合、必要な制限事項を構成します（ を使用
する場合は、手順 へ進む）。

 会議の最高品質（ ） を ビデオ、ストレオ オーディオ）、またはそれ以

下に設定する。

 コンテンツの共有を有効にする場合は、 コンテンツの最高品質（ ） を 、

またはそれ以下に設定する。

 参加者を制限する（ ） をオンにし、最大数を に設定する。

 マルチスクリーンの許可（ ） の設定は無効なままにする。

 必要に応じて、残りの設定を変更します。

 保存（ ） をクリックします。

テンプレートを つまたはそれ以上のグループに引き続き適用する前に、 から適切な フォル
ダに対象のユーザがすべてインポートされていることを確認します。インポートの詳細については、「外部ディレクトリからのユー
ザのインポート」（ ページ）を参照してください。

使用中のライセンス数のトラッキング 

テンプレートのリストにある 会議室（ ） 列には、すべてのグループにわたって、各テン
プレートに基づいて作成された の更新された数が表示されます。

の条項に適合するためには、管理者は作成された ランデブー会議の数が購入したライセンス数を超えないことを確
認する必要があります。

ライセンス条項と使用可能なライセンスの概要の詳細については、 （ ）
ページを参照してください。

通告 
アクセシビリティ通知 

シスコは、利用しやすい製品およびテクノロジーの設計および提供に取り組んでいます。

シスコのアクセシビリティの詳細については、以下を参照してください。

英語

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート 

資料の入手方法、 バグ検索ツール（ ）の使用方法、サービス リクエストの送信および追加情報の収集方法について
は、「 ’ （ 製品資料の更新情報）」
（ 英語 ）を参照してください。

「 」は、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示し、
フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツをデスクトップに配信することもできます。

フィードは無料のサービスです。

http://wwwin.cisco.com/collab/products/tp_products/pervasive_conferencing.shtml
http://wwwin.cisco.com/collab/products/tp_products/pervasive_conferencing.shtml
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html


 

 

 
 

シスコの法的情報 
このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載さ
れている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任
を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『 』に記載されています。添付され
ていない場合には、代理店にご連絡ください。

’

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」
として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関す
る保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の
責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損
失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその
供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

このマニュアルで使用している アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュ
アル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に
実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

ハード コピーおよびソフト コピーの複製は公式版とみなされません。最新版はオンライン版を参照してください。

シスコは世界各国 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、 番号は当社の サイト
（ ）をご覧ください。

シスコの商標 
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