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C H A P T E R 1

はじめに

• はじめに（1 ページ）

• 対象読者（1 ページ）

• Organization（1 ページ）

• 表記法（2 ページ）

• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート （3 ページ）

はじめに
Microsoft Exchange と  IM and Presence サービスが統合されたこ とで、ユーザは Microsoft Outlook 
の予定表や会議のステータスを  IM and Presence サービスのアベイ ラビ リ テ ィ  ステータスに組み
込むこ とができます。

対象読者
この記事では、IM and Presence サービス との Microsoft Exchange の統合を設定管理している、経
験豊富なユーザを対象と しています。

Organization
本ガイ ドは、次の項について説明します。

章 タイ トル 説明

1 IM and Presence サービス と  Microsoft 
Exchange の統合の概要（5 ページ）

IM and Presence サービス との Microsoft 
Exchange 統合の概要

2 IM and Presence サービス と  Microsoft 
Exchange の統合の計画（9 ページ）

前もって必要な設定タス ク、設定およびセ
キュ リ テ ィ上の考慮事項、および詳細情報
を取得する方法について説明します。
1
 and Presence サービス向け Microsoft Exchange



はじめに

  表記法
表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。

ヒン ト 問題の解決に役立つ情報である こ と を示します。ヒ ン ト には、ト ラブルシューテ ィ ングや操作方
法ではな く、ワンポイン ト アドバイス と同様に知っておく と役立つ情報が記述される場合もあ
り ます。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されてい
ます。

3 WebDAV を経由した IM and Presence 
サービス と統合するための Microsoft 
Exchange Server 2003 および 2007 の設
定（15 ページ）

WebDAV 経由での IM and Presence サービ
ス と  Microsoft Exchange Server 2003 および 
2007 の統合について説明します。

4 Exchange Web サービスを経由した IM 
and Presence サービス と統合するため
の Exchange Server 2007 以降の設定
（27 ページ）

Exchange Web サービス経由での IM and 
Presence サービス と  Microsoft Exchange 
Server 2007 および 2010 の統合について説
明します。

5 Microsoft Exchange Server と統合するよ
うに IM and Presence サービスを設定す
る（41 ページ）

一般的な設定タス クについて説明します。

6 Exchange 予定表統合の ト ラブルシュー
ティ ング（67 ページ）

も一般的な ト ラブルシューテ ィ ング  タ
ス クについて説明し、一般的な問題を解決
します。

章 タイ トル 説明

表記法 表示

太字フォン ト コマン ド、キーワード、およびユーザが入力し
たテキス トは、太字で示しています。

イ タ リ ッ ク体フォン ト ドキュ メ ン ト名、新規用語または強調する用
語、値を指定するための引数は、イ タ リ ッ ク体
フォン ト で示しています。

courier フォン ト システムが表示する端末セッシ ョ ンおよび情
報は、courier フォン ト で記載されます。
2
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  マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート 、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月
更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照して ください。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されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS 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がデスク ト ップに直接配信されるよ うに設定する
こ と もできます。RSS フ ィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージ ョ ン  2.0 をサ
ポート しています。
3
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  マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
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IM and Presence サービスと  Microsoft 
Exchange の統合の概要

• 概要（5 ページ）

• 展開（5 ページ）

• IM and Presence サービスでの Microsoft Outlook の予定表ステータス（6 ページ）

• 制約事項と制限（7 ページ）

概要
Microsoft Exchange と  IM and Presence サービスが統合されたこ とで、ユーザの Microsoft Outlook 
の予定表や会議のステータスを  IM and Presence サービスのアベイ ラビ リ テ ィ  ステータスに組み
込むこ とができます。

展開
以降のセクシ ョ ンでは、使用可能な展開のタイプを識別し、それぞれについて説明します。

WebDAV
WebDav（Web 分散オーサ リ ングとバージ ョ ン管理）は、サーバ上でのドキュ メ ン ト の作成、変更、
移動、およびファ イルのプロパテ ィの編集を容易にする  HTTP 拡張です。WebDAV は、HTTP 接続
を介して Microsoft Exchange メール ボッ ク スにアクセスするために使用できます。各フォルダ
には、メ ッセージ、カレンダー イベン ト 、連絡先など、データにアクセスするために使用できる  
URL があ り ます。IM and Presence サービスは、カレンダー イベン ト の情報を収集するために 
WebDAV を使用できます。WebDAV は、Microsoft Exchange 2010 以降では非推奨となっています。
5
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IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の統合の概要

  IM and Presence サービスでの Microsoft Outlook の予定表ステータス
図 1： IM and Presence サービスを介した Microsoft Exchange と  WebDAV の統合

Exchange Web サービス

Exchange Web サービス（EWS）は、HTTP を介して Microsoft Exchange メール ボッ クスおよびコ
ンテンツ と対話式操作を行える 新の Web サービスのセッ ト です。EWS は、Microsoft Outlook を
介して利用できるデータ とほぼ同じデータにアクセスできます。WebDAV よ り も多くのサービ
スを提供し、よ り堅牢かつ簡単に使用できる と と もに、Exchange 固有のデータをよ り適切に処理
できるよ うにな り ました。EWS は、ク ラ イアン ト  コンピュータからサーバにいくつかの責任を
移動します。

図 2： EWS を介した Microsoft Exchange と  IM and Presence サービスの統合

IM and Presence サービスでの Microsoft Outlook の予定表
ステータス

Microsoft Exchange と  IM and Presence サービスが統合されたこ とで、ユーザの Microsoft Outlook 
の予定表や会議のステータスを  IM and Presence サービスのアベイ ラビ リ テ ィ  ステータスに組み
込むこ とができます。次の表は、到達可能性のマッピングと、IM and Presence サービスにおいて
会議ステータス（Microsoft Outlook 予定表に表示される）と  IM and Presence サービスのユーザの
アベイ ラビ リ テ ィ  ステータスがどのよ うに対応付けられるかを示しています。
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  制約事項と制限
プレゼンス ゲートウェイのオプション

IM and Presence サービス上で予定表情報を交換するには、Microsoft Exchange サーバをプレゼン
ス  ゲート ウェイ と して設定する必要があ り ます。Presence Gateway to Exchange によ り、IM and 
Presence サービスのノードがユーザ単位でユーザのアベイ ラビ リ テ ィ  ステータスを反映する こ
とができます。

制約事項と制限
次に示すのは、IM and Presence サービス と  Microsoft Exchange の統合に関する制限事項です。

• 1 つの WebDAV サーバまたは複数の Exchange Web サービス（EWS）サーバを設定できます。
展開環境に WebDAV サーバと  EWS サーバを混在させる こ とはできません。

• 1 台以上の EWS サーバを追加、更新、または削除できます（上限はあ り ません）。ただし、[プ
レゼンス  ゲート ウェイ設定（Presence Gateway Configuration）] ウ ィ ン ド ウの [ ト ラブル
シュータ（Troubleshooter）] 　は、設定した 初の 10 台までの EWS サーバのステータスのみ
を検証し、レポー トするよ う作られています。

• IM and Presence サービスの本リ リースでは、Exchange の自動検出サービスに対応していま
せん。自動検出サービスでは、ロードバランシング機構がすでにク ラ イアン ト  アクセス  
サーバ（CAS）またはサーバに配置されている こ とが前提となっています。

表 1： 予定表ステータスに基づく集約されたアベイラビリテ ィ  ステータス

Microsoft Outlook のステータス IM and Presence サービスのステータス

空き時間/仮の予定 応対可

ビジー 会議中

不在1 退席中

退席中2 退席中

1 Microsoft Outlook 2003、Microsoft Outlook 2007、Microsoft Outlook 2010 デスク ト ップ ク ラ イ

アン ト 。
2 Microsoft Outlook Web Access（OWA）2010。
7
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IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の統合の概要

  制約事項と制限
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C H A P T E R 3

IM and Presence サービスと  Microsoft 
Exchange の統合の計画

• 必要な設定タス ク（9 ページ）

• コンフ ィギュレーシ ョ ンの考慮事項（10 ページ）

• セキュ リ テ ィの考慮事項（13 ページ）

• 参考情報の入手（13 ページ）

必要な設定タスク
Microsoft Exchange の IM and Presence サービス との統合を設定する前に、次の互換性マ ト リ ク ス
を参照し、統合に必要なコンポーネン ト のインス トールおよび設定が完了している こ と を確認
して ください。

表 2： 互換性マト リクス

コンポーネン ト 互換性のあるバージ ョ ン

Windows Server

• Windows Server 2003（SP2）サービス  パッ ク

• Windows Server 2008（SP2）サービス  パッ ク

• Windows Server 2012（Standard）サービス  パッ ク

Cisco Unified Communications 
Manager

Cisco Unified Communications Manager の リ リースは、IM and 
Presence サービスのリ リース と一致させる必要があ り ます。

IM and Presence Service
IM and Presence サービスの リ リースは、Cisco Unified 
Communications Manager の リ リース と一致させる必要があ
り ます。

Microsoft Exchange Server 2007 Microsoft Exchange 2007（SP1）サービス  パッ ク。

Microsoft Exchange Server 2010 Microsoft Exchange 2010（SP1）サービス  パッ ク。
9
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IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の統合の計画

  コンフ ィギュレーシ ョ ンの考慮事項
次の表に、WebDAV と  Exchange Web サービス（EWS）のサポート に必要な Exchange Server を示
します。

コンフ ィギュレーシ ョ ンの考慮事項

WebDAV 経由での Microsoft Exchange Server 2003 および 2007 との統合

Microsoft Exchange Server（バージ ョ ン  2003 および 2007）は、WebDav ベースの予定表の統合をサ
ポート しています。Exchange Server（バージ ョ ン  2003 および 2007）は、Exchange Server によって
公開された Outlook Web Access（OWA）のインターフェイス経由で、WebDAV プロ ト コルを使用
して IM and Presence サービス と統合します。

IM and Presence サービスは、1 つの WebDav フロン ト エン ド  Exchange サーバとのみ通信できま
す。フロン ト エン ド  Exchange サーバは、ユーザが Webdav のセッ ト アップ時に設定する複数の
バッ クエン ド  Exchange サーバと通信します。Exchange は、IM and Presence 上の Exchange サーバ
向けに設定されたプレゼンス  ゲート ウェ イを通じて IM and Presence サービス と通信します。

Exchange Server 2003 および 2007 の管理役割と権限

Microsoft Exchange 2003 および 2007 のデフォル ト状態では、管理者は Exchange サーバのユーザ 
メールボッ ク スにログインする権限は拒否されます。IM and Presence サービスが Exchange サー
バ上のメールボッ ク ス  ス ト アに接続し、エン ドユーザの予定表データを照会するためには、
「Receive As」アカウン ト と呼ばれる特別な権限を持つ Exchange アカウン ト が必要です。

Active Directory • Active Directory 2003 と  Windows Server 2003（SP2）

-- または --

• Active Directory 2008 と  Windows Server 2008（SP2）

（注） Active Directory 内のユーザ名は、Cisco Unified 
Communications Manager に定義されたユーザ名と一
致している必要があ り ます。

サードパーティの証明書または
証明書サーバ

証明書を作成するためには、これらのいずれかが必要。

表 2： 互換性マト リクス （続き）

コンポーネン ト 互換性のあるバージ ョ ン

表 3： WebDAV と  EWS をサポートする Microsoft Exchange のバージョ ン

Exchange のバージ ョ ン WebDAV のサポート EWS のサポート

EX2003 はい いいえ

EX2007 はい はい

EX2010 いいえ はい
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IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の統合の計画

  コンフ ィギュレーシ ョ ンの考慮事項
Microsoft Exchange Server 2003 および 2007 統合のためのプレゼンス ゲートウェイ設定

WebDAV を使用する単一のプレゼンス  ゲート ウェイは、IM and Presence サービス上に設定され、
追加、更新、または変更時に Cisco Presence Engine を再起動する必要があ り ます。

WebDAV 統合に伴う既知の問題

WebDAV による統合に影響する こ とが明らかになっている問題については、このガイ ドの「 ト ラ
ブルシューテ ィ ング」のセクシ ョ ンを参照して ください。「Microsoft Exchange の統合に影響する
こ とが確認されている問題（73 ページ）」を参照して ください。

Exchange Web サービス経由での Microsoft Exchange Server 2007 および 
2010 との統合

WebDAV 統合に加えて、Exchange 2007 では Exchange Web サービス（EWS）が導入され、Simple 
Object Access Protocol（SOAP）に似たインターフェイスを使用して  Exchange サーバに予定表を
統合できます。Exchange 2010 では、WebDAV のサポー トは廃止されているため、予定表の統合を
行うには EWS しか使用できません。Exchange 2007 では、WebDAV がサポート されています。

Exchange 統合のために EWS プレゼンス  ゲート ウェ イを  [Cisco Unified CM IM and Presence 
Service Administration] ユーザ インターフェイスで設定する場合は、次の点に注意して ください。

• WebDAV サーバと  EWS サーバの混在環境を展開する こ とはできません。

• 1 台以上の EWS サーバを追加、更新、または削除できます（上限はあ り ません）。ただし、[プ
レゼンス  ゲート ウェイ設定（Presence Gateway Configuration）] ウ ィ ン ド ウの [ ト ラブル
シュータ（Troubleshooter）] は、設定した 初の 10 台までの EWS サーバのステータスのみ
を検証し、レポー トするよ う作られています。

• EWS サーバ ゲート ウェイは、 初の EWS サーバ ゲート ウェ イに対して設定したクレデン
シャル（アカウン ト名とパスワード）を共有します。1 つの EWS サーバ ゲート ウェ イのクレ
デンシャルを変更する と、設定されたすべての EWS ゲート ウェ イのクレデンシャルもそれ
に準じて変更されます。

• 1 つ以上の EWS サーバを追加、更新、または削除した後に設定の変更を反映するには、Cisco 
Presence Engine を再起動する必要があ り ます。複数の EWS サーバを連続して追加した場合
は、すべての変更を同時に反映するよ う  Cisco Presence Engine を一度だけ再起動する こ と
ができます。

Exchange Server 2007 および 2010 の管理役割と権限

Exchange Web サービス（EWS）では、すべてのユーザの予定表情報へのアクセスを有効にするた
めに特別なアカウン ト が必要にな り ます。このアカウン トは偽装アカウン ト と呼ばれます。

Microsoft Exchange Server 2007

呼び出し元が Exchange Server 2007 で別のユーザの電子メール アカウン ト にアクセスするには、
EWS の統合には偽装権限を持つアカウン ト が必要とな り ます。呼び出し元は、呼び出し元のアカ
ウン ト と関連付けられた権限ではな く、偽装したアカウン ト に関連付けられた権限を使用し、指
定したユーザ アカウン ト を偽装します。
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IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の統合の計画

  コンフ ィギュレーシ ョ ンの考慮事項
偽装アカウン トには、Exchange 2007 を実行する ク ラ イアン ト  アクセス  サーバ（CAS）上で 
ms-Exch-EPI-Impersonation 権限が付与される必要があ り ます。これで、CAS を使用してユーザ
の電子メール アカウン ト を偽装する権限が呼び出し元に与えられます。さ らに、呼び出し元は、
メールボッ クス  データベース とディ レク ト リ内の個々のユーザ オブジェ ク トのいずれかで 
ms-Exch-EPI-MayImpersonate 権限も付与される必要があ り ます。

個々のユーザのアクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）が メールボッ ク ス  データベース設定に優
先するため、呼び出し元にデータベース内のすべてのメールボッ ク スへのアクセスを許可し、必
要に応じて同じデータベース内の特定のメールボッ ク スへのアクセスを拒否できます。

Microsoft Exchange Server 2010

Microsoft Exchange Server 2010 は、ロールベース  アクセス  コン ト ロール（RBAC）を使用して偽装
アカウン ト に権限を付与し、ユーザに組織での職務に関連するタス クの実行を許可します。
RBAC 権限を適用するには主に 2 つの方法があ り、ユーザが管理者またはスーパー ユーザであ
るかエンドユーザであるかによって使い分けます。

• 管理役割グループ：Exchange のセッ ト アップ プロセス中に 11 のデフォル ト管理役割グ
ループが提示されます。各グループには、その役割に固有の権限が関連付けられています。
組み込まれている役割グループの例と して、「受信者の管理」と「ヘルプ デスク」があ り ま
す。一般に、特定のタス クを実行する必要があるスーパー ユーザには適切な管理役割グ
ループが割り当てられ、それに関連付けられた権限を継承します。たとえば、Exchange 組織
内の任意のユーザの連絡先情報を修正する必要のある製品サポー ト担当者は、「ヘルプ デ
スク」管理役割グループのメ ンバーと して割り当てられます。

• 管理役割割り当てポ リ シー：管理者またはスーパー ユーザではない一般ユーザの場合、管
理役割割り当てポ リ シーは、ユーザが修正できる メールボッ クスの種類を制御します。
New-ManagementRoleAssignment コマンドレッ ト を使用してユーザに ApplicationImpersonation 
役割を割り当てる と、アカウン ト が組織内のユーザを偽装し、そのユーザの代わりにタス ク
を実行できます。役割の割り当て範囲は、New-ManagementScope コマン ド レ ッ ト を使用し
て個別に管理され、特定の受信者やサーバを対象と して絞り込むこ とができます。

（注） RBAC では、Exchange Server 2007 で求められるよ うに ACL を修正および管理する必要はあ り ま
せん。

Exchange Server 2007 および 2010 統合のためのプレゼンス ゲートウェイ設定

EWS 予定表統合が有効になった状態で多数のユーザをサポートするには、IM and Presence サー
ビスによ り複数のク ラ イアン ト  アクセス  サーバ（CAS）間で EWS ト ラフ ィ ッ クの負荷を分散す
る必要があ り ます。IM and Presence サービスは、EWS 経由で多くの CAS に接続できます。また、
次のラウン ド  ロビン方式を使用する こ とで、遭遇する ト ラフ ィ ッ ク負荷をサポート します。

• 初にユーザの予定表購読を有効にしたと きには、そのユーザには管理者によって設定さ
れた対象 CAS ホス ト のプールから  CAS が割り当てられます。

• ユーザへの割り当ては、そのユーザの予定表購読が失敗するまで保持されます。

• ユーザの予定表購読が失敗した場合は、対象 CAS ホス ト のプールから  CAS がユーザに再
度割り当てられます。
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IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の統合の計画

  セキュリテ ィの考慮事項
交換 Web サービスの統合の既知の問題

• Exchange Web サービス（EWS）の統合に影響する こ とが確認されている問題については、こ
のガイ ドの「Exchange 予定表統合の ト ラブルシューテ ィ ング（67 ページ）」の章を参照して
ください。

• Microsoft Exchange の統合に影響する こ とが確認されている問題（73 ページ）を参照して く
ださい。

セキュリテ ィの考慮事項

Windows セキュリティ  ポリシーの設定

Microsoft Exchange との IM and Presence サービスが統合されたこ とで、Windows 統合認証
（NTLM）などのさまざまな認証方式がサポート されます。

（注） IM and Presence サービスでは、NTLMv1 Windows 統合認証のみがサポート され、NTLMv2 は現在サ
ポート されていません。

一部の Windows ネッ ト ワーク  セキュ リ テ ィ  ポ リ シーでは、NTLMv2 認証のみが許可され、IM 
and Presence サービス と  Exchange の統合が機能するのを防ぎます（WebDAV と  EWS の両方）。
NTLMv2 認証が Exchange を実行する各 Windows サーバで有効になっていないこ とを確認する
必要があ り ます。NTLMv2 認証が有効になっている場合は、設定を無効にし、新しいセキュ リ
テ ィ設定が適切に適用されるよ うにサーバを再起動します。

参考情報の入手

Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence サービスのマニュアル

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html

Microsoft Exchange 2003 のマニュアル

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123872.aspx

Microsoft Exchange 2007 のマニュアル

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124558(EXCHG.80).aspx

Exchange 2007 で Microsoft Outlook Web アクセスに対してフォーム  ベース認証を設定する方法
については、次のサイ ト を参照して ください。

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998867(EXCHG.80).aspx

Microsoft Exchange 2010 のマニュアル

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124558.aspx

Microsoft Active Directory のマニュアル

http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/ad-main.aspx
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IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の統合の計画

  参考情報の入手
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WebDAV を経由した IM and Presence サービ
スと統合するための Microsoft Exchange 
Server 2003 および 2007 の設定

（注） このモジュールでは、WebDAV 経由での IM and Presence サービス と  Exchange Server 2003 および 
2007 の統合について説明します。Exchange Web サービス（EWS）経由で Exchange Server 2007 また
は 2010 と統合する場合は、「Exchange Web サービスを経由した IM and Presence サービス と統合す
るための Exchange Server 2007 以降の設定（27 ページ）」を参照して ください。各種の Exchange 統合
の概要については、「IM and Presence サービス と  Microsoft Exchange の統合の計画（9 ページ）」を参
照されるこ とをお勧めします。

• WebDAV による  Microsoft Exchange 2003 の設定（15 ページ）

• WebDAV による  Microsoft Exchange 2007 の設定（19 ページ）

• Microsoft Exchange 2003 および 2007 の仮想ディ レク ト リ での認証の有効化（24 ページ）

WebDAV による  Microsoft Exchange 2003 の設定
Exchange サーバ 2003 上のメール ボッ クスへのアクセスを設定する場合、次の手順を実行します。

• Windows のセキュ リ テ ィ設定の確認（16 ページ）

• 「Exchange 表示専用管理者」セキュ リ テ ィ  グループのメ ンバと して新しいサービス  アカウ
ン ト を追加する（17 ページ）

• Exchange 表示専用管理者の権限をユーザ アカウン ト に委任する（18 ページ）

• ユーザ メールボッ ク スに対する  Receive As 権限を付与する（18 ページ）

• Microsoft Exchange 2003 アカウン ト の権限の確認（19 ページ）

詳細については、Microsoft Server 2003 のマニュアル
（http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123872(EXCHG.65).aspx）を参照して ください。
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WebDAV を経由した IM and Presence サービスと統合するための Microsoft Exchange Server 2003 および 2007 の設定

  Windows セキュリテ ィ  ポリシーの設定
ヒン ト • ユーザの電子メール アド レスに文字（~、#、%、+、&、|、*、/）が含まれている場合、WebDAV を
使用した  Exchange 予定表の統合はそのユーザに対しては機能しません。

• Exchange サーバにアクセスできないこ とを示すエラー メ ッセージが [プレゼンス  ゲート
ウェイ設定（Presence Gateway Configuration）] ウ ィ ン ド ウの [Exchange サーバ ステータス
（Exchange Server Status）] 領域に表示され、証明書が正し く設定されている場合は、Receive 
As アカウン ト が適切に設定されていません。このセクシ ョ ンの手順に従ってアカウン ト を
再作成する必要があ り ます。

Windows セキュリティ  ポリシーの設定

Exchange と  IM and Presence サービスが統合されたこ とで、Windows 統合認証（NTLM）などのさ
まざまな認証方式がサポート されます。

（注） IM and Presence サービスでは、NTLMv1 Windows 統合認証のみがサポート され、NTLMv2 は現在サ
ポート されていません。

一部の Windows ネッ ト ワーク  セキュ リ テ ィ  ポ リ シーでは、NTLMv2 認証のみが許可され、IM 
and Presence サービス と  Exchange の統合が機能するのを防ぎます（WebDAV と  EWS の両方）。
NTLMv2 認証が Exchange を実行する各 Windows サーバで有効になっていないこ とを確認する
必要があ り ます。NTLMv2 認証が有効になっている場合は、設定を無効にし、新しいセキュ リ
テ ィ設定が適切に適用されるよ うにサーバを再起動します。

次の手順を実行して  NTLM 認証の現在の値を確認し、必要な場合は NTLMv2 認証を無効にし
ます。

Windows のセキュリティ設定の確認

手順

ステップ 1 Exchange を実行している  Windows サーバで、[スター ト （Start）] > [管理ツール（Administrative 
Tools）] > [ローカル セキュ リ テ ィ  ポ リ シー（Local Security Policy）] を選択します。

ステップ 2 [セキュ リ テ ィの設定（Security Settings）] > [ローカル ポ リ シー（Local Policies）] > [セキュ リ テ ィ
のオプシ ョ ン（Security Options）] に移動します。

ステップ 3 [ネッ ト ワーク  セキュ リ テ ィ ：NTLM SSP ベース（セキュア  RPC など）サーバのための 低限の
セッシ ョ ン  セキュ リ テ ィ（Network Security: Minimum session security for NTLM SSP based 
(including secure RPC) servers）] を選択します。

ステップ 4 [NTLMv2 セッシ ョ ン  セキュ リ テ ィが必要（Require NTLMv2 session security）] チェ ッ クボッ ク ス
がオフになっている こ と を確認します。
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  「Exchange 表示専用管理者」セキュリテ ィ  グループのメンバと して新しいサービス アカウン ト を追加する
ステップ 5 [NTLMv2 セッシ ョ ン  セキュ リ テ ィが必要（Require NTLMv2 session security）] チェ ッ クボッ ク ス
がオンになっている場合は、次の手順を完了します。

a） [NTLMv2 セッシ ョ ン セキュ リ テ ィが必要（Require NTLMv2 session security）] チェッ クボッ ク

スをオフにします。

b） [OK] をク リ ッ ク します。

ステップ 6 新しいセキュ リ テ ィ設定を適用するには、Exchange を実行している  Windows サーバを再起動し
ます。

「Exchange 表示専用管理者」セキュリティ  グループのメンバとして新
しいサービス アカウン トを追加する

管理者アカウン トは、Microsoft Exchange サーバにすでに設定されている可能性があ り ます。管
理者のデフォル ト の設定は Exchange サーバの他のユーザ アカウン トへのログインを許可しな
い可能性があるため、Exchange 統合には別の管理者アカウン ト を作成する こ と を推奨します。

手順

ステップ 1 Exchange サーバの [Active Directory ユーザと コンピュータ（Active Directory Users and Computers）]
（ADUC）で、次のタス クを実行します。

a） 新しいサービス  アカウン ト を作成します。

b） 新しいセキュ リ ティ  グループを作成し、「Exchange 表示専用管理者」とい う名前を付けます。

c） 作成した Exchange 表示専用管理者グループを右ク リ ッ ク し、[プロパティ（Properties）] を選択

します。

d） [メ ンバー（Members）] タブで、このグループに作成したサービス  アカウン ト を追加します。

ステップ 2 Exchange サーバで [システム  マネージャー（System Manager）] を開き、[管理グループ
（Administrative Groups）] で「Exchange 表示専用管理者」グループに移動します。

ステップ 3 このグループを右ク リ ッ ク し、[制御の委任（Delegate Control）] を選択して、Exchange 管理委任
ウ ィザードを開始します。

ステップ 4 [追加（Add）] を選択し、作成したグループまで移動して選択します。

ステップ 5 そのグループに Exchange 表示専用管理者の役割を割り当てます。

次の作業

Exchange 表示専用管理者の権限をユーザ アカウン ト に委任する（18 ページ）
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Exchange 表示専用管理者の権限をユーザ アカウン トに委任する

Microsoft Exchange 2003 環境では、管理者（Exchange 表示専用権限を持つ）だけが Exchange サー
バ上のユーザ アカウン ト にログインして Exchange 設定を表示できるよ うに、このユーザ アカウ
ン ト に「Exchange 表示専用管理者」権限を委任する必要があ り ます。

ユーザ アカウン トは、一般の Exchange ユーザが使用する標準の Windows アカウン ト です。

手順

ステップ 1 Exchange サーバのユーザ インターフェイスにログインし、新しいユーザ アカウン ト を作成し
ます。

ステップ 2 [システム  マネージャー（System Manager）] を開き、[管理グループ（Administrative Groups）] で、作
成したアカウン ト を追加する管理グループに移動します。

ステップ 3 このグループを右ク リ ッ ク し、[制御の委任（Delegate Control）] を選択して、Exchange 管理委任
ウ ィザードを開始します。

ステップ 4 [追加（Add）] をク リ ッ ク し、作成したユーザ アカウン ト まで移動して選択します。

ステップ 5 そのアカウン ト に Exchange 表示専用管理者の役割を割り当てます。

次の作業

ユーザ メールボッ ク スに対する  Receive As 権限を付与する（18 ページ）

ユーザ メールボックスに対する Receive As 権限を付与する

IM and Presence サービスでは、Microsoft Exchange サーバ上のユーザの予定表を確認するため
に、Receive As アカウン ト権限が追加で必要とな り ます。この権限を上位レベル（メール ス ト
レージ グループなど）で割り当て、メール ス ト レージ グループ内のすべてのメールボッ ク スに
対する読み取り専用アクセスを有効にする こ と を推奨します。

手順

ステップ 1 Exchange サーバで、[システム  マネージャー（System Manager）] を開きます。

ステップ 2 [管理グループ（Administrative Groups）]で、[ 初の管理グループ（First Administrative Group）] > [サー
バー（Servers）] > [ 初のサーバー（First Server）] > [メールボッ クス  ス ト ア（Mailbox Store）] に移
動します。

ステップ 3 メールボッ ク ス  ス ト アを右ク リ ッ ク し、[プロパティ（Properties）] を選択します。[セキュ リ テ ィ
（Security）] タブで、予定表の情報にアクセスする必要のあるアカウン ト の名前を入力します。

（注） IM and Presence サービスでは、Exchange サーバへの接続時にそのアカウン トへログインす
るのに必要なのはアカウン トに対する  Receive-As 権限のみです。このアカウン トは、通常、
メールを受信しないため、領域の割り当てについて考慮する必要はあ り ません。

次の作業

Microsoft Exchange 2003 アカウン ト の権限の確認（19 ページ）
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  Microsoft Exchange 2003 アカウン トの権限の確認
Microsoft Exchange 2003 アカウン トの権限の確認

Exchange 2003 アカウン ト の権限を確認するには、次の手順に従って ください。

はじめる前に

この手順は、Exchange Server 2003 SP1 以降の リ リースに適用されます。

手順

ステップ 1 Internet Explorer で次の URL に接続します。
https://server/exchange/user@domain

こ こで、server = サーバ名、user = ユーザ名（Receive As アカウン ト以外のユーザ）、domain = 
exchange ド メ インです。

ステップ 2 Receive As クレデンシャルを使用してログインします。このクレデンシャルによって OWA アカウ
ン トにアクセスできる場合は、権限が Exchange サーバまで正し く伝播されたこ とを意味します。

次の作業

Microsoft Exchange 統合向けのプレゼンス  ゲー ト ウェイの設定（41 ページ）

WebDAV による  Microsoft Exchange 2007 の設定
Exchange 2007 サーバ上のメール ボッ ク スへのアクセスを設定する場合は、次の手順を実行し
ます。

• Windows のセキュ リ テ ィ設定の確認（20 ページ）

• Exchange 表示専用管理者アカウン ト にメールボッ ク スを追加する（21 ページ）

• Exchange 表示専用管理者の権限をユーザ アカウン ト に委任する（21 ページ）

• ユーザ メールボッ ク スに対する  Receive As 権限を付与する（22 ページ）

• Microsoft Exchange 2007 アカウン ト の権限の確認（23 ページ）

• Microsoft Exchange 2003 および 2007 の仮想ディ レク ト リ での認証の有効化（24 ページ）

詳細については、Exchange Server 2007 のマニュアル
（http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124558(EXCHG.80).aspx）を参照して ください。

ヒン ト • ユーザの電子メール アド レスに文字（~、#、%、+、&、|、*、/）が含まれている場合、WebDAV を
使用した  Exchange 予定表の統合はそのユーザに対しては機能しません。

• Exchange サーバにアクセスできないこ とを示すエラー メ ッセージが [プレゼンス  ゲート
ウェイ設定（Presence Gateway Configuration）] ウ ィ ン ド ウの [Exchange サーバ ステータス
（Exchange Server Status）] 領域に表示され、証明書が正し く設定されている場合は、Receive 
As アカウン ト が適切に設定されていません。このセクシ ョ ンの手順に従ってアカウン ト を
再作成する必要があ り ます。
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Windows セキュリティ  ポリシーの設定

Microsoft Exchange と  IM and Presence サービスが統合されたこ とで、Windows 統合認証（NTLM）
などのさまざまな認証方式がサポート されます。

（注） IM and Presence サービスでは、NTLMv1 Windows 統合認証のみがサポート され、NTLMv2 は現在
サポート されていません。

一部の Windows ネッ ト ワーク  セキュ リ テ ィ  ポ リ シーでは、NTLMv2 認証のみが許可され、IM 
and Presence サービス と  Exchange の統合が機能するのを防ぎます（WebDAV と  EWS の両方）。
NTLMv2 認証が Exchange を実行する各 Windows サーバで有効になっていないこ とを確認する
必要があ り ます。NTLMv2 認証が有効になっている場合は、設定を無効にし、新しいセキュ リ
テ ィ設定が適切に適用されるよ うにサーバを再起動します。

次の手順を実行して  NTLM 認証の現在の値を確認し、必要な場合は NTLMv2 認証を無効にし
ます。

Windows のセキュリティ設定の確認

手順

ステップ 1 Exchange を実行している  Windows サーバで、[スター ト （Start）] > [管理ツール（Administrative 
Tools）] > [ローカル セキュ リ テ ィ  ポ リ シー（Local Security Policy）] を選択します。

ステップ 2 [セキュ リ テ ィの設定（Security Settings）] > [ローカル ポ リ シー（Local Policies）] > [セキュ リ テ ィ
のオプシ ョ ン（Security Options）] に移動します。

ステップ 3 [ネッ ト ワーク  セキュ リ テ ィ ：NTLM SSP ベース（セキュア  RPC など）サーバのための 低限の
セッシ ョ ン  セキュ リ テ ィ（Network Security: Minimum session security for NTLM SSP based 
(including secure RPC) servers）] を選択します。

ステップ 4 [NTLMv2 セッシ ョ ン  セキュ リ テ ィが必要（Require NTLMv2 session security）] チェ ッ クボッ ク ス
がオフになっている こ と を確認します。

ステップ 5 [NTLMv2 セッシ ョ ン  セキュ リ テ ィが必要（Require NTLMv2 session security）] チェ ッ クボッ ク ス
がオンになっている場合は、次の手順を完了します。

a） [NTLMv2 セッシ ョ ン セキュ リ テ ィが必要（Require NTLMv2 session security）] チェッ クボッ ク

スをオフにします。

b） [OK] をク リ ッ ク します。

ステップ 6 新しいセキュ リ テ ィ設定を適用するには、Exchange を実行している  Windows サーバを再起動し
ます。

次の作業

Exchange 表示専用管理者アカウン ト にメールボッ クスを追加する（21 ページ）
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Exchange 表示専用管理者アカウン トにメールボックスを追加する

Exchange 表示専用管理者アカウン ト にメール ボッ クスを追加するには、次の手順に従って くだ
さい。

（注） 指定のス ト レージにメールボッ クスを持たないアカウン トは機能せず、いずれかの段階でメール
ボッ クスを削除された場合、そのアカウン トは機能を停止します。

手順

ステップ 1 Exchange 表示専用管理者の役割が委任されたサービス  アカウン ト を使用して Microsoft 
Exchange Server 2007 のユーザ インターフェイスにログインします。

ステップ 2 Exchange 2007 サーバで Exchange 管理コンソール（EMC）を開きます。

ステップ 3 コンソール ツ リーで [受信者の構成（Recipient Configuration）] を選択します。

ステップ 4 [メールボッ ク スの新規作成（New Mailbox）] を選択し、メールボッ ク スの新規作成ウ ィザードを
実行します。
[ユーザ ログオン名（ユーザ プ リ ンシパル名）（User Logon Name (User Principal Name)）] には、
ユーザ アカウン ト が常駐する  Microsoft のド メ イン名に続き、ユーザがメールボッ ク スにログイ
ンする と きに使用する名前を入力します。

例

msoft-domain-name\username

次の作業

Exchange 表示専用管理者の権限をユーザ アカウン ト に委任する（21 ページ）

Exchange 表示専用管理者の権限をユーザ アカウン トに委任する

Exchange 2007 環境では、管理者（Exchange 表示専用の権限を持つ）だけが Exchange サーバ上の
ユーザ アカウン ト にログインして Exchange 設定を表示できるよ うに、このユーザ アカウン ト に
「Exchange 表示専用管理者」権限を委任する必要があ り ます。

ユーザ アカウン トは、一般の Exchange ユーザが使用する標準の Windows アカウン ト です。

Exchange 管理コンソール（EMC）または Exchange 管理シェル（EMS）を通じてユーザ アカウン ト
に「Exchange 表示専用管理者」権限を委任できます。

Microsoft Exchange 管理コンソールによる委任

手順

ステップ 1 Exchange Server 2007 で、Exchange 管理コンソール（EMC）を開きます。

ステップ 2 コンソール ツ リーで、[受信者の構成（Recipient Configuration）] をク リ ッ ク します。

ステップ 3 [Exchange 管理者の追加（Add Exchange Administrator）] を選択し、作成したユーザ アカウン ト ま
で移動して選択します。

ステップ 4 そのアカウン ト に Exchange 表示専用管理者の役割を割り当てます。
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  ユーザ メールボックスに対する  Receive As 権限を付与する
次の作業

ユーザ メールボッ ク スに対する  Receive As 権限を付与する（18 ページ）

Microsoft Exchange 管理シェルによる委任

手順

ステップ 1 コマン ド  ラ イン  エン ト リ で、Exchange 管理シェル（EMS）を開きます。

ステップ 2 Run 行または EMS のコマン ド  プロンプ ト から、関連する引数を伴う  Add-Exchange コマン ドを
実行します。次に、構文と コマン ド例を示します。

構文

Add-ExchangeAdministrator -Role role -Identity identity

例

Add-ExchangeAdministrator -Role ViewOnlyAdmin -Identity impsdmin

次の作業

ユーザ メールボッ ク スに対する  Receive As 権限を付与する（18 ページ）

ユーザ メールボックスに対する Receive As 権限を付与する

ユーザ メールボッ ク スに「Receive As」権限を付与するには、次の手順を使用します。

（注） このタスクは、Exchange 管理コンソール（EMC）を使用して実行するこ とはできません。

手順

ステップ 1 コマン ド  ラ イン入力を行う ために Exchange 管理シェル（EMS）を開きます。

ステップ 2 EMS で次のよ うに Add-ADPermission コマン ドを実行します。

構文

Add-ADPermission -Identity Mailbox_Store -User Trusted_User -ExtendedRights Receive-As

例

Add-ADPermission -Identity First_Storage_Group -User imps_admin -ExtendedRights Receive-As

次の作業

Microsoft Exchange 2003 アカウン ト の権限の確認（19 ページ）
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Microsoft Exchange 2007 アカウン トの権限の確認

Exchange 2007 アカウン ト にアクセス許可を割り当てた後は、そのアクセス許可がメールボッ ク
ス  レベルに伝播されており、エンドユーザのメールボッ クスにアクセスできるこ とを確認する必
要があ り ます。Exchange 2007 では、権限がメールボッ クスに伝播されるまでに時間を要します。

はじめる前に

• Exchange アカウン ト に適切な役割と  Receive-As 権限を委任して ください。「サービス  アカ
ウン トおよびユーザ メールボッ クスへの偽装権限の付与（33 ページ）」を参照して ください。

• 次の手順の例では、Exchange アカウン ト が imps_admin であ り、メール ス ト レージ グループ
の名前が First_Storage_Group である こ と を前提と します。

手順

ステップ 1 コマン ド  ラ イン入力を行う ために Exchange 管理シェル（EMS）を開きます。

ステップ 2 次のよ うに、Exchange アカウン ト が「Exchange 表示専用管理者」グループのメ ンバである こ と を
確認します。

a） EMS で次のコマンドを実行します。

([ADSI]"LDAP://CN=imps_admin,CN=Users,DC=r7,DC=com").memberof

（注） The CN=imps_admin, CN=users, DC=r7, DC=com is the DN (Distinguished Name) of the 
Exchange account.DN を決定するには、adsiedit.msc を使用します。また、必要に応じて 
Active Directory 管理者に DN を確認するこ と もできます。

b） 次のよ うに、Exchange アカウン トが「Exchange 表示専用管理者」グループのメンバであるこ と

がコマンド出力に示されているこ とを確認します。

例：コマンド出力

CN=Exchange View-Only Administrators,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=r7,DC=com

ステップ 3 次のよ うに、Exchange アカウン ト にメール ス ト レージ グループに対する「Receive-As」権限があ
る こ と を確認します。

a） EMS で次のコマンドを実行します。

Get-ADPermission First_Storage_Group -User imps_admin | Format-Table -AutoSize

（注） First_Storage_Group はメール ス ト レージ グループの名前であ り、imps_admin は 
Exchange アカウン トです。

b） 次のよ うに、Exchange アカウン トがメール ス ト レージ グループに対する「Receive-As」権限を

持っているこ とがコマンド出力に示されているこ とを確認します。

例：コマンド出力

Identity-------- User------- Deny--------- Inherited-------- Rights--------

HTLUO-MAIL\

First_Storage_Gr
oup

R7\imps_admin False False ReceiveAs-
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  Microsoft Exchange 2003 および 2007 の仮想ディレク ト リでの認証の有効化
ステップ 4 Exchange アカウン ト がエン ドユーザのメールボッ クスに対するアクセス許可を持っている こ と
を確認するには、次の操作を行います。

a） EMS で次のコマンドを実行します。

Get-MailboxPermission jdoe -User imps_admin | Format-Table -AutoSize

（注） jdoe はエンドユーザのメールボッ クスであ り、imps_admin は Exchange アカウン トです。

b） 次のよ うに、Exchange アカウン トが jdoe のメールボッ クスに対する  FullAccess 権限を持ってい

るこ とがコマンド出力に示されているこ とを確認します。

例：コマンド出力

（注） ユーザ メールボッ クスに対するフル アクセス権限は、 上位の権限（この例では 
First_Storage_Group）から継承されます。コマンド（ステップ 4 で実行した）が出力を返さな
い場合は、権限がメールボッ クスまで伝播されていないこ とを意味します。Exchange アカ
ウン トがエンドユーザのメールボッ クスに対して FullAccess 権限を持つまで、先に進まな
いでください。

次の作業

Microsoft Exchange 2003 および 2007 の仮想ディ レク ト リ での認証の有効化（24 ページ）

Microsoft Exchange 2003 および 2007 の仮想ディレク ト リ
での認証の有効化

Microsoft Office Outlook Web Access（OWA）が正し く動作するためには、Exchange 仮想ディ レ ク
ト リ （/exchange および /exchweb）の基本認証を有効にする必要があ り ます。/exchange 
ディレク ト リは、OWA と  WebDAV のメールボッ クス アクセス  リ クエス ト を処理します。/exchweb 
ディ レク ト リ には、OWA および WebDAV が使用する リ ソース  ファ イルが含まれています。ま
た、Exchange 仮想ディ レク ト リで Windows 統合認証を有効にするこ と もできます（オプシ ョ ン）。
さ らに、フォーム  ベース認証（FBA）もオプシ ョ ンで有効にできます。

次に、Windows Server 2003 を実行する  Exchange 2003 および Exchange 2007 での WebDAV 統合
の場合の手順を示します。

手順

ステップ 1 [管理ツール（Administrative Tools）] から  [インターネッ ト  インフォ メーシ ョ ン  サービス（Internet 
Information Services）] を開き、サーバを選択します。

ステップ 2 [Web サイ ト （Web Sites）] を選択します。

ステップ 3 [デフォル ト  Web サイ ト （Default Web Site）] を選択します。

ステップ 4 /exchange または /exchweb ディ レク ト リ  フォルダを右ク リ ッ ク し、[プロパティ（Properties）] 
を選択します。

Identity------ User----- AccessRights----- AccessRights----- IsInherited-----

r7.com/Dallas/jd
oe

R7\imps_admin {FullAccess} {FullAccess} True
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WebDAV を経由した IM and Presence サービスと統合するための Microsoft Exchange Server 2003 および 2007 の設定

  Microsoft Exchange 2003 および 2007 の仮想ディレク ト リでの認証の有効化
ステップ 5 [ディ レク ト リ  セキュ リ テ ィ（Directory Security）] タブを選択します。

ステップ 6 [認証およびアクセス  コン ト ロール（Authentication and access control）] で、[編集（Edit）] をク リ ッ
ク します。

ステップ 7 [認証（Authentication）] では [基本認証（Basic Authentication）] と  [統合 Windows（Integrated 
Windows）] チェ ッ クボッ ク スが選択されている こ と を確認します。

ステップ 8 （任意）IM and Presence サービス と  Exchange 間の WebDAV 統合用の FBA 認証を有効にする場合
は、次の手順を実行します。

FBA が選択されている場合は、基本認証はデフォル ト で OWA にな り ます。

a） Exchange 管理コンソール（EMC）を開きます。

b） 左側のペインで、[サーバーの構成（Server Configuration）] > [メールボッ クス（Mailbox）] を選択

します。

c） [メールボッ クス（Mailbox）] ペインの該当するサーバを選択し、[WebDAV] タブを選択します。

d） [Exchange] を右ク リ ッ ク し、[プロパティ（Properties）] を選択します。

e） [認証（Authentication）] タブを選択します。

f） [フォームベースの認証を使用する（Use forms-based authentication）] を選択し、[ログオン形式

（Logon Format）] で [ド メ イン\ユーザ名（Domain\user name）] を選択します。

g） [OK] をク リ ッ ク します。

h） [ExchWeb] を右ク リ ッ ク し、[プロパティ（Properties）] を選択します。

i） [認証（Authentication）] タブを選択します。

j） [フォームベースの認証を使用する（Use forms-based authentication）] を選択し、[ログオン形式

（Logon Format）] で [ド メ イン\ユーザ名（Domain\user name）] を選択します。

k） [OK] をク リ ッ ク します。

関連項目

Exchange 2007 での Outlook Web Access 仮想ディ レク ト リ の管理
25
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WebDAV を経由した IM and Presence サービスと統合するための Microsoft Exchange Server 2003 および 2007 の設定

  Microsoft Exchange 2003 および 2007 の仮想ディレク ト リでの認証の有効化
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C H A P T E R 5

Exchange Web サービスを経由した IM and 
Presence サービスと統合するための 
Exchange Server 2007 以降の設定

このモジュールでは、Exchange Web サービス（EWS）経由での IM and Presence サービス と  Exchange 
Server 2007 および 2010 の統合について説明します。WebDAV 経由で Exchange サーバ 2003 また
は 2007 と統合する場合は、WebDAV を経由した IM and Presence サービス と統合するための 
Microsoft Exchange Server 2003 および 2007 の設定（15 ページ） を参照して ください。各種の 
Exchange 統合の概要については、「IM and Presence サービス と  Microsoft Exchange の統合の計画
（9 ページ）」を参照される こ と をお勧めします。

• Exchange Web サービスによる  Microsoft Exchange 2007 の設定（27 ページ）

• Exchange Web サービスによる  Microsoft Exchange 2010 の設定（34 ページ）

• Exchange 2007 以降のエディシ ョ ンの仮想ディ レク ト リ での認証の有効化（38 ページ）

Exchange Web サービスによる  Microsoft Exchange 2007 の
設定

はじめる前に

Exchange サーバ 2007 サーバの設定手順は、Windows Server 2003 または Windows Server 2008 の
どちらを使用するかによって異な り ます。

Exchange サーバ 2007 上のメール ボッ ク スへのアクセスを設定する場合、次の手順を実行しま
す。詳細については、Exchange Server 2007 のマニュアル
（http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124558(EXCHG.80).aspx）を参照して ください。

• Windows のセキュ リ テ ィ設定の確認（28 ページ）

• サービス  アカウン ト にローカルでサイン  インする権限をユーザに付与する（29 ページ）

• サーバ レベルでの偽装権限の設定（30 ページ）

• サービス  アカウン トおよびユーザ メールボッ クスへの Send As 権限の付与（32 ページ）

• サービス  アカウン トおよびユーザ メールボッ クスへの偽装権限の付与（33 ページ）

• Microsoft Exchange 2007 アカウン ト の権限の確認（33 ページ）
27
 and Presence サービス向け Microsoft Exchange

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124558(EXCHG.80).aspx


Exchange Web サービスを経由した IM and Presence サービスと統合するための Exchange Server 2007 以降の設定

  Windows セキュリテ ィ  ポリシーの設定
ヒン ト IM and Presence サービスでは、Exchange サーバへの接続時にそのアカウン トへログインするの
に必要なのはアカウン ト に対する偽装権限のみです。このアカウン トは、通常、メールを受信し
ないため、領域の割り当てについて考慮する必要はあ り ません。

Windows セキュリティ  ポリシーの設定

Microsoft Exchange と  IM and Presence サービスが統合されたこ とで、Windows 統合認証（NTLM）
などのさまざまな認証方式がサポート されます。

（注） IM and Presence サービスでは、NTLMv1 Windows 統合認証のみがサポート され、NTLMv2 は現在サ
ポート されていません。

一部の Windows ネッ ト ワーク  セキュ リ テ ィ  ポ リ シーでは、NTLMv2 認証のみが許可され、IM 
and Presence サービス と  Exchange の統合が機能するのを防ぎます（WebDAV と  EWS の両方）。
NTLMv2 認証が Exchange を実行する各 Windows サーバで有効になっていないこ とを確認する
必要があ り ます。NTLMv2 認証が有効になっている場合は、設定を無効にし、新しいセキュ リ
テ ィ設定が適切に適用されるよ うにサーバを再起動します。

Windows のセキュリティ設定の確認

手順

ステップ 1 Exchange を実行している  Windows サーバで、[スター ト （Start）] > [管理ツール（Administrative 
Tools）] > [ローカル セキュ リ テ ィ  ポ リ シー（Local Security Policy）] を選択します。

ステップ 2 [セキュ リ テ ィの設定（Security Settings）] > [ローカル ポ リ シー（Local Policies）] > [セキュ リ テ ィ
のオプシ ョ ン（Security Options）] に移動します。

ステップ 3 [ネッ ト ワーク  セキュ リ テ ィ ：NTLM SSP ベース（セキュア  RPC など）サーバのための 低限の
セッシ ョ ン  セキュ リ テ ィ（Network Security: Minimum session security for NTLM SSP based 
(including secure RPC) servers）] を選択します。

ステップ 4 [NTLMv2 セッシ ョ ン  セキュ リ テ ィが必要（Require NTLMv2 session security）] チェ ッ クボッ ク ス
がオフになっている こ と を確認します。

ステップ 5 [NTLMv2 セッシ ョ ン  セキュ リ テ ィが必要（Require NTLMv2 session security）] チェ ッ クボッ ク ス
がオンになっている場合は、次の手順を完了します。

a） [NTLMv2 セッシ ョ ン セキュ リ テ ィが必要（Require NTLMv2 session security）] チェッ クボッ ク

スをオフにします。

b） [OK] をク リ ッ ク します。

ステップ 6 新しいセキュ リ テ ィ設定を適用するには、Exchange を実行している  Windows サーバを再起動し
ます。
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Exchange Web サービスを経由した IM and Presence サービスと統合するための Exchange Server 2007 以降の設定

  サービス アカウン トにローカルでサイン  インする権限をユーザに付与する
サービス アカウン トにローカルでサイン インする権限をユーザに付
与する

ユーザがサービス  アカウン ト にローカルにログインするよ うに設定するは、次のいずれかの手
順を実行します。

はじめる前に

• Exchange の偽装を正常に機能させるには、すべての Microsoft Exchange サーバを  Windows 
Authorization Access Group のメ ンバにする必要があ り ます。

• サービス  アカウン トは、Exchange 管理グループのメ ンバであってはな り ません。Exchange 
は、これらのグループのすべてのアカウン ト の偽装を明示的に拒否します。

Windows Server 2003 での Microsoft Exchange 2007 の設定

手順

ステップ 1 Exchange View Only Administrator ロールを委任されたサービス  アカウン ト を使用して 
[Exchange サーバ 2007（Exchange サーバ 2007）] ユーザ インターフェイスにログインします。

ステップ 2 左ペインの [セキュ リ ティ設定（Security Settings）] 下で、[ローカル ポ リ シー（Local Policies）] > [ユー
ザ権限の割り当て（User Rights Assignments）] に移動します。

ステップ 3 コンソールの右側のペインで、[ローカル ログオンを許可する（Allow Log On Locally）] をダブル
ク リ ッ ク します。

ステップ 4 [ユーザまたはグループを追加する（Add User or Group）] を選択し、作成済みのサービス  アカウン
ト に移動して選択します。

ステップ 5 [名前の確認（Check Names）] を選択し、指定されたユーザが正しいこ とを確認します。

ステップ 6 [OK] をク リ ッ ク します。

次の作業

サーバ レベルでの偽装権限の設定（30 ページ）

Windows Server 2008 での Microsoft Exchange 2007 の設定

手順

ステップ 1 Exchange View Only Administrator ロールを委任されたサービス  アカウン ト を使用して Exchange 
サーバ 2007 にログインします。

ステップ 2 [スター ト （Start）] を選択します。

ステップ 3 gpmc.msc と入力します。

ステップ 4 [Enter] を選択します。

ステップ 5 Exchange サーバで [ド メ イン  コン ト ローラ  セキュ リ テ ィの設定（Domain Controller Security 
Settings）] ウ ィ ン ド ウを開きます。

ステップ 6 左ペインの [セキュ リ ティ設定（Security Settings）] 下で、[ローカル ポ リ シー（Local Policies）] > [ユー
ザ権限の割り当て（User Rights Assignments）] に移動します。
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Exchange Web サービスを経由した IM and Presence サービスと統合するための Exchange Server 2007 以降の設定

  サーバ レベルでの偽装権限の設定
ステップ 7 コンソールの右側のペインで、[ローカル ログオンを許可する（Allow Log On Locally）] をダブル
ク リ ッ ク します。

ステップ 8 [これらのポ リ シーの設定を定義する（Define these policy settings）] チェ ッ クボッ ク スがオンに
なっている こ と を確認します。

ステップ 9 [ユーザまたはグループの追加（Add User or Group）] を選択し、作成済みのサービス  アカウン ト に
移動して選択します。次に、[OK] をク リ ッ ク します。

ステップ 10 [名前の確認（Check Names）] を選択し、指定されたユーザが正しいこ と を確認します。次に、[OK] 
をク リ ッ ク します。

ステップ 11 [ローカル ログオンを許可する（Allow Log On Locally）] プロパティのダイアログ  ボッ ク スで [適
用（Apply）] と  [OK] をク リ ッ ク します。

ステップ 12 ユーザ SMTP アド レスが alias@FQDN である こ と を確認します。そ うでない場合は、ユーザ プ リ
ンシパル名（UPN）を使用して偽装する必要があ り ます。これは alias@FQDN と定義されます。

次の作業

サーバ レベルでの偽装権限の設定（30 ページ）

サーバ レベルでの偽装権限の設定

次の手順のコマン ドは、サーバ レベルで偽装権限を許可する こ とができます。また、データベー
ス、ユーザ、および連絡先レベルでも権限を付与する こ と もできます。

はじめる前に

• 個々の Microsoft Exchange サーバにアクセスするサービス  アカウン ト の権限のみを付与す
る場合は、

Get-OrganizationConfig

の文字列を下記に置き換えます。

Get-ExchangeServer -Identity ServerName

ServerName は Exchange サーバの名前です。

例

Add-ADPermission -Identity (Get-ExchangeServer -Identity exchangeserver1).

DistinguishedName -User (Get-User -Identity user | select-object).identity

-ExtendedRights Send-As

• ユーザの SMTP アド レスが alias@FQDN と して定義されている こ と を確認します。そ うでな
い場合は、ユーザ プ リ ンシパル名（UPN）を使用してユーザ アカウン ト を偽装する必要があ
り ます。
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Exchange Web サービスを経由した IM and Presence サービスと統合するための Exchange Server 2007 以降の設定

  サービス アカウン トの Active Directory サービス拡張権限の設定
手順

ステップ 1 コマン ド  ラ イン入力を行う ために Exchange 管理シェル（EMS）を開きます。

ステップ 2 この Add-ADPermission コマン ドを実行し、サーバに偽装権限を追加します。

構文

Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -User (Get-User

-Identity User | select-object).identity -AccessRights GenericAll -InheritanceType 

Descendents

例

Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -User (Get-User

-Identity Ex2007 | select-object).identity -AccessRights GenericAll -InheritanceType

Descendents

次の作業

サービス  アカウン ト の Active Directory サービス拡張権限の設定（31 ページ）

サービス アカウン トの Active Directory サービス拡張権限の設定

はじめる前に

これらの権限は、ク ラ イアン ト  アクセス  サーバ（CAS）上で、偽装を実行するサービス  アカウン
ト に対して設定する必要があ り ます。

• CAS がロードバランサの背後に配置されている場合は、ロードバランサの背後にあるすべ
ての CAS の Microsoft Exchange 2007 アカウン ト に対して ms-Exch-EPI-Impersonation 権
限を付与します。

• お使いのメールボッ クス  サーバが CAS とは異なるマシン上にある場合は、すべてのメール
ボッ ク ス  サーバの Exchange 2007 アカウン ト に対して ms-Exch-EPI-Impersonation 権限を
付与します。

• この権限は、[Active Directory サイ ト とサービス（Active Directory Sites and Services）] または 
[Active Directory ユーザと コンピュータ（Active Directory Users and Computers）] ユーザ イン
ターフェイスを使用して設定する こ と もできます。

手順

ステップ 1 Exchange 管理シェル（EMS）を開きます。

ステップ 2 EMS で次の Add-ADPermission コマン ドを実行して、指定したサービス  アカウン ト （Exchange 
2007 など）のサーバに対する偽装権限を追加します。

構文

Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -User (Get-User

-Identity User | select-object).identity -ExtendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation
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Exchange Web サービスを経由した IM and Presence サービスと統合するための Exchange Server 2007 以降の設定

  サービス アカウン トおよびユーザ メールボックスへの Send As 権限の付与
例

Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -User (Get-User

-Identity Ex2007 | select-object).identity -ExtendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation

ステップ 3 EMS で次の Add-ADPermission コマン ドを実行して、サービス  アカウン ト に偽装する各メール
ボッ ク スへの偽装権限を追加します。

構文

Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -User (Get-User

-Identity User | select-object).identity -ExtendedRight ms-Exch-EPI-May-Impersonate

例

Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -User (Get-User

-Identity Ex2007 | select-object).identity -ExtendedRight ms-Exch-EPI-May-Impersonate

次の作業

サービス  アカウン トおよびユーザ メールボッ ク スへの Send As 権限の付与（32 ページ）

サービス アカウン トおよびユーザ メールボックスへの Send As 権限の
付与

サービス  アカウン トおよびユーザ メールボッ ク スに Send As 権限を付与するには、次の手順に
従って ください。

（注） この手順を実行するために、Microsoft Exchange 管理コンソール（EMC）を使用するこ とはできま
せん。

手順

ステップ 1 Exchange 管理シェル（EMS）を開きます。

ステップ 2 EMS で次の Add-ADPermission コマン ドを実行して、サービス  アカウン トおよび関連するすべ
てのユーザ メールボッ ク ス  ス ト アに Send As 権限を付与します。

構文

Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -User (Get-User

-Identity User | select-object).identity -ExtendedRights Send-As

例

Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig).DistinguishedName -User (Get-User

-Identity Ex2007 | select-object).identity -ExtendedRights Send-As

次の作業

サービス  アカウン トおよびユーザ メールボッ ク スへの偽装権限の付与（33 ページ）
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Exchange Web サービスを経由した IM and Presence サービスと統合するための Exchange Server 2007 以降の設定

  サービス アカウン トおよびユーザ メールボックスへの偽装権限の付与
サービス アカウントおよびユーザ メールボックスへの偽装権限の付与

サービス  アカウン トおよびユーザ メールボッ ク スに偽装権限を付与するには、次の手順に従っ
て ください。

（注） この手順を実行するために、Microsoft Exchange 管理コンソール（EMC）を使用するこ とはできま
せん。

手順

ステップ 1 Exchange 管理シェル（EMS）を開きます。

ステップ 2 サービス  アカウン ト の偽装権限に関連付けられているすべてのメールボッ ク ス  ス ト アを許可
する  EMS で次の Add-ADPermission コマン ドを実行して ください。

構文

Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig) .DistinguishedName -User (Get-User

-Identity User | select-object) .identity -ExtendedRights Receive-As

例

Add-ADPermission -Identity (Get-OrganizationConfig) .DistinguishedName -User (Get-User

-Identity EX2007 | select-object) .identity -ExtendedRights Receive-As

（注） IM and Presence サービスでは、Exchange サーバへの接続時にそのアカウン トへログインす
るのに必要なのはアカウン トに対する偽装権限のみです。このアカウン トは、通常、メール
を受信しないため、領域の割り当てについて考慮する必要はあ り ません。

次の作業

Microsoft Exchange 2007 アカウン ト の権限の確認（33 ページ）

Microsoft Exchange 2007 アカウン トの権限の確認

Exchange 2007 アカウン ト に権限を割り当てた後は、その権限がメールボッ ク スのレベルまで伝
播し、選択されたユーザがメールボッ ク スにアクセスした り別のユーザのアカウン ト を偽装し
た りする こ とが可能なこ とを確認する必要があ り ます。Exchange 2007 では、権限がメールボッ
ク スに伝播されるまでに時間を要します。

はじめる前に

Exchange 2007 アカウン ト に適切な権限を委任して ください。Exchange Web サービスによる  
Microsoft Exchange 2007 の設定（27 ページ）を参照して ください。

手順

ステップ 1 Exchange Server 2007 の Exchange 管理コンソール（EMC）で、コンソール ツ リーの [Active 
Directory サイ ト とサービス（Active Directory Sites and Services）] を右ク リ ッ ク します。

ステップ 2 [表示（View）] をポイン ト し、[サービス  ノードの表示（Show Services Node）] を選択します。
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  Exchange Web サービスによる  Microsoft Exchange 2010 の設定
ステップ 3 サービス  ノード（Services/MS Exchange/First Organization/Admin Group/Exchange 
Admin Group/Servers など）を展開します。

ステップ 4 ク ラ イアン ト  アクセス  サーバ（CAS）が、選択したサービス  ノードに表示されている こ と を確認
します。

ステップ 5 各 CAS サーバの [プロパティ（Properties）] を表示し、[セキュ リ テ ィ（Security）] タブで以下を確
認します。

a） サービス  アカウン トが リ ス ト されている。

b） サービス  アカウン トに付与されている権限が（オンになっているチェッ クボッ クスによ り）ア

カウン トに Exchange Web サービスの偽装権限が付与されているこ とを示している。

（注） アカウン ト または偽装権限が手順 5 のとおりに表示されない場合は、サービス  アカウン ト
を再度作成し、必要な偽装権限をアカウン トに付与する必要があ り ます。

ステップ 6 サービス  アカウン ト （Ex2007 など）にス ト レージ グループおよびメールボッ ク ス  ス ト アに対す
る  Allow impersonationpermission が付与され、個人情報の交換や別のユーザ アカウン ト での送受
信が可能である こ と を確認します。

ステップ 7 変更を有効にするために、Exchange サーバの再起動が必要となる場合があ り ます。これはテス ト
によって確認されています。

次の作業

Exchange 2007 以降のエディシ ョ ンの仮想ディ レク ト リ での認証の有効化（38 ページ）

Exchange Web サービスによる  Microsoft Exchange 2010 の
設定

Exchange 2010 サーバ上のメールボッ ク スへのアクセスを設定する場合は、次のタス クを実行し
ます。

• Windows のセキュ リ テ ィ設定の確認（35 ページ）

• 特定のユーザまたはグループへの Exchange 偽装権限の設定（36 ページ）

• Microsoft Exchange 2010 アカウン ト の権限の確認（37 ページ）

はじめる前に

Exchange 2010 サーバを  IM and Presence サービス と統合するために Exchange Web サービス
（EWS）を使用する前に、Exchange サーバに次のスロ ッ トル ポ リ シー パラ メータ値を設定してい
る こ と を確認します。これらの値は、EWS の予定表と  IM and Presence サービス との統合を正常
に機能させるために必要な値です。

表 4： Exchange 2010 サーバで推奨されるスロッ トル ポリシー パラメータ値

パラ メータ 推奨設定値

EWSMaxConcurrency シスコがテス ト を行った結果、デフォル ト のスロ ッ トル ポ
リ シー値があれば、50% の予定表対応ユーザに十分に対応
できる こ とがわかっています。Client Access Server（CAS）へ
の EWS リ クエス トの負荷が高い場合は、パラ メータを  100 に
増やすこ とを推奨します。
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  Windows セキュリテ ィ  ポリシーの設定
関連項目

Windows のセキュ リ テ ィ  ポ リ シー設定の確認

Microsoft Exchange Server 2010 のマニュアル

Microsoft Exchange Server のパラ メータ

Windows セキュリティ  ポリシーの設定

Microsoft Exchange と  IM and Presence サービスが統合されたこ とで、Windows 統合認証（NTLM）
などのさまざまな認証方式がサポート されます。

（注） IM and Presence サービスでは、NTLMv1 Windows 統合認証のみがサポート され、NTLMv2 は現在サ
ポート されていません。

一部の Windows ネッ ト ワーク  セキュ リ テ ィ  ポ リ シーでは、NTLMv2 認証のみが許可され、IM 
and Presence サービス と  Exchange の統合が機能するのを防ぎます（WebDAV と  EWS の両方）。
NTLMv2 認証が Exchange を実行する各 Windows サーバで有効になっていないこ とを確認する
必要があ り ます。NTLMv2 認証が有効になっている場合は、設定を無効にし、新しいセキュ リ
テ ィ設定が適切に適用されるよ うにサーバを再起動します。

Windows のセキュリティ設定の確認

手順

ステップ 1 Exchange を実行している  Windows サーバで、[スター ト （Start）] > [管理ツール（Administrative 
Tools）] > [ローカル セキュ リ テ ィ  ポ リ シー（Local Security Policy）] を選択します。

ステップ 2 [セキュ リ テ ィの設定（Security Settings）] > [ローカル ポ リ シー（Local Policies）] > [セキュ リ テ ィ
のオプシ ョ ン（Security Options）] に移動します。

ステップ 3 [ネッ ト ワーク  セキュ リ テ ィ ：NTLM SSP ベース（セキュア  RPC など）サーバのための 低限の
セッシ ョ ン  セキュ リ テ ィ（Network Security: Minimum session security for NTLM SSP based 
(including secure RPC) servers）] を選択します。

ステップ 4 [NTLMv2 セッシ ョ ン  セキュ リ テ ィが必要（Require NTLMv2 session security）] チェ ッ クボッ ク ス
がオフになっている こ と を確認します。

EWSPercentTimeInAD 50

EWSPercentTimeInCAS 90

EWSPercentTimeInMailboxRPC 60

EWSMaxSubscriptions Null

EWSFastSearchTimeoutInSeconds 60

EWSFindCountLimit 1000

表 4： Exchange 2010 サーバで推奨されるスロッ トル ポリシー パラメータ値（続き）
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  特定のユーザまたはグループへの Exchange 偽装権限の設定
ステップ 5 [NTLMv2 セッシ ョ ン  セキュ リ テ ィが必要（Require NTLMv2 session security）] チェ ッ クボッ ク ス
がオンになっている場合は、次の手順を完了します。

a） [NTLMv2 セッシ ョ ン セキュ リ テ ィが必要（Require NTLMv2 session security）] チェッ クボッ ク

スをオフにします。

b） [OK] をク リ ッ ク します。

ステップ 6 新しいセキュ リ テ ィ設定を適用するには、Exchange を実行している  Windows サーバを再起動し
ます。

特定のユーザまたはグループへの Exchange 偽装権限の設定

特定のユーザまたはユーザ グループに Exchange の偽装権限を設定するには、Microsoft Exchange 
管理シェル（EMS）を使用して次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Active Directory でアカウン ト を作成します。

ステップ 2 コマン ド  ラ イン入力を行う ために EMS を開きます。

ステップ 3 EMS で New-ManagementRoleAssignment コマン ドを実行し、他のユーザ アカウン ト を偽装する
権限を指定する既存のド メ イン  サービス  アカウン ト （Ex2010 など）に付与します。

構文

New-ManagementRoleAssignment -Name:_suImpersonateRoleAsg -Role:ApplicationImpersonation

-User:user@domain 

例

New-ManagementRoleAssignment -Name:_suImpersonateRoleAsg -Role:ApplicationImpersonation
-User:Ex2010@contoso.com

ステップ 4 この New-ManagementRoleAssignment コマン ドを実行し、偽装権限が適用される範囲を定義しま
す。この例では、指定された Exchange サーバのすべてのアカウン ト を偽装する権限が、Ex2010 ア
カウン ト に付与されます。

構文

New-ManagementScope -Name:_suImpersonateScope -ServerList:server_name

例

New-ManagementScope -Name:_suImpersonateScope -ServerList:nw066b-227

ステップ 5 Exchange Web サービスによる  Microsoft Exchange 2010 の設定（34 ページ） で定義された推奨値
を含む新しいスロ ッ トル ポ リシーを作成するには、New-ThrottlingPolicy コマンドを実行します。

構文

New-ThrottlingPolicy -Name:Policy_Name -EWSMaxConcurrency:100 -EWSPercentTimeInAD:50

-EWSPercentTimeInCAS:90 -EWSPercentTimeInMailboxRPC:60 -EWSMaxSubscriptions:NULL

-EWSFastSearchTimeoutInSeconds:60 -EWSFindCountLimit:1000
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  Microsoft Exchange 2010 アカウン トの権限の確認
例

New-ThrottlingPolicy -Name:IM_and_Presence_ThrottlingPolicy -EWSMaxConcurrency:100

-EWSPercentTimeInAD:50 -EWSPercentTimeInCAS:90 -EWSPercentTimeInMailboxRPC:60

-EWSMaxSubscriptions:NULL -EWSFastSearchTimeoutInSeconds:60 -EWSFindCountLimit:1000

（注） サポート される  Exchange SP1 でのみ使用可能です。

ステップ 6 Set-ThrottlingPolicyAssociation コマン ドを実行し、新しいスロ ッ ト リ ング  ポ リ シーと手順 2 で使
用されたサービス  アカウン ト を関連付けます。

構文

Set-ThrottlingPolicyAssociation -Identity Username -ThrottlingPolicy Policy_Name

例

Set-ThrottlingPolicyAssociation -Identity Ex2010 -ThrottlingPolicy

IM_and_Presence_ThrottlingPolicy

次の作業

Microsoft Exchange 2010 アカウン ト の権限の確認（37 ページ）

関連項目

Exchange Server 2010

Microsoft Exchange 2010 アカウン トの権限の確認

Exchange 2010 アカウン ト に権限を割り当てた後で、その権限がメールボッ ク スのレベルまで伝
播し、選択されたユーザがメールボッ ク スにアクセスした り別のユーザのアカウン ト を偽装し
た りできる こ と を確認する必要があ り ます。Exchange 2010 では、権限がメールボッ ク スに伝播
されるまでに時間を要します。

手順

ステップ 1 Active Directory サーバで、偽装アカウン ト が存在する こ と を確認します。

ステップ 2 コマン ド  ラ イン入力を行う ために Exchange 管理シェル（EMS）を開きます。

ステップ 3 Exchange サーバで、サービス  アカウン ト に必要な次の偽装権限が付与されている こ と を確認し
ます。

a） EMS で次のコマンドを実行します。

Get-ManagementRoleAssignment -Role ApplicationImpersonation

b） コマンド出力に、指定アカウン トに対する  ApplicationImpersonation の役割割り当てが示される

こ とを確認します。

例：コマンド出力

Name - - - - Role - - - Role 
AssigneeName-

Role 
AssigneeType-

Assignment 
Method - - -

Effective 
UserName

_suImpersonate 
RoleAs

Application 
Impersonation

ex2010 User Direct ex2010
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  Exchange 2007 以降のエディシ ョ ンの仮想ディ レク ト リでの認証の有効化
ステップ 4 サービス  アカウン ト に適用される管理の範囲が正しいこ とを確認します。

a） EMS で次のコマンドを実行します。

Get-ManagementScope _suImpersonateScope

b） 次のよ うに、コマンド出力に偽装アカウン ト名が含まれているこ とを確認します。

例：コマンド出力

ステップ 5 次のコマン ドを  EMS で実行して、ThrottlingPolicy パラ メータが 表 4：Exchange 2010 サーバで推
奨されるスロ ッ トル ポ リ シー パラ メータ値（34 ページ） で定義されている内容と一致する こ と
を確認します。

Get-ThrottlingPolicy -Identity Policy_Name | findstr ^EWS

次の作業

Exchange 2007 以降のエディシ ョ ンの仮想ディ レク ト リ での認証の有効化（38 ページ）

Exchange 2007 以降のエディシ ョ ンの仮想ディレク ト リ
での認証の有効化

Exchange Web サービス（EWS）の統合が正し く機能するには、基本認証、Windows 統合認証また
はその両方を  Exchange 2007 および Exchange 2010 の EWS 仮想ディ レク ト リ （/EWS）でイネーブ
ルにする必要があ り ます。

Windows Server 2003 を実行する Exchange 2007 の認証の有効化

手順

ステップ 1 [管理ツール（Administrative Tools）] から  [インターネッ ト  インフォ メーシ ョ ン  サービス（Internet 
Information Services）] を開き、サーバを選択します。

ステップ 2 [Web サイ ト （Web Sites）] を選択します。

ステップ 3 [デフォル ト  Web サイ ト （Default Web Site）] を選択します。

ステップ 4 [EWS] 　ディ レ ク ト リ  フォルダを右ク リ ッ ク し、[プロパテ ィ（Properties）] 　 を選択します。

ステップ 5 [ディ レク ト リ  セキュ リ テ ィ（Directory Security）] タブを選択します。

ステップ 6 [認証およびアクセス  コン ト ロール（Authentication and access control）] で、[編集（Edit）] をク リ ッ
ク します。

Name - - - Scope 
RestrictionType

Exclusive Recipient 
Root - -

Recipient 
Filter -

Server 
Filter- - -

_suImpersonate 
Scope

ServerScope False User Direct Distinguished 
Name
38
Cisco Unified Communications Manager リ リース 10.0(1) 上の IM and Presence サービス向け Microsoft Exchange

OL-30780-01-J



Exchange Web サービスを経由した IM and Presence サービスと統合するための Exchange Server 2007 以降の設定

  Windows Server 2008 を実行する  Exchange 2010 の認証の有効化
ステップ 7 [認証方法（Authentication Methods）] で、次のチェ ッ クボッ ク スがオフになっている こ と を確認し
ます。

• [匿名アクセスを有効化（Enable anonymous access）]

ステップ 8 [認証方法：認証付きアクセス（Authentication Methods Authenticated Access）] で、次のチェ ッ ク
ボッ ク スの両方がオンになっている こ と を確認します。

• Integrated Windows Authentication

• Basic Authentication (password is sent in clear text)

ステップ 9 [OK] をク リ ッ ク します。

次の作業

Microsoft Exchange 統合向けのプレゼンス  ゲー ト ウェイの設定（41 ページ）

Windows Server 2008 を実行する Exchange 2010 の認証の有効化

手順

ステップ 1 [管理ツール（Administrative Tools）] から  [インターネッ ト  インフォ メーシ ョ ン  サービス（Internet 
Information Services）] を開き、サーバを選択します。

ステップ 2 [Web サイ ト （Web Sites）] を選択します。

ステップ 3 [デフォル ト  Web サイ ト （Default Web Site）] を選択します。

ステップ 4 [EWS] を選択します。

ステップ 5 [IIS] セクシ ョ ンで、[認証（Authentication）] を選択します。

ステップ 6 次の認証方法が有効になっている こ と を確認します。

• 匿名認証

• Windows 認証や基本認証

ステップ 7 適切に設定するには、[操作（Actions）] カラムで有効または無効の リ ンクを使用します。

次の作業

Microsoft Exchange 統合向けのプレゼンス  ゲー ト ウェイの設定（41 ページ）

関連項目

Outlook Web アプ リ ケーシ ョ ン仮想ディ レ ク ト リ の管理

Exchange Web サービス仮想ディ レ ク ト リ での SSL の有効化または無効化
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Exchange Web サービスを経由した IM and Presence サービスと統合するための Exchange Server 2007 以降の設定

  Windows Server 2008 を実行する  Exchange 2010 の認証の有効化
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C H A P T E R 6

Microsoft Exchange Server と統合するように 
IM and Presence サービスを設定する

• Microsoft Exchange 統合向けのプレゼンス  ゲー ト ウェイの設定（41 ページ）

• SAN およびワイルドカード証明書のサポート （45 ページ）

• IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の間のセキュアな証明書交換の設定（46 ページ）

• 予定表統合の実現（58 ページ）

• （任意）Exchange Web サービスで送信される  Exchange 予定表通知の頻度の設定（59 ページ）

• （任意）予定表と統合する場合の多言語サポート の設定（60 ページ）

• （任意）Microsoft Exchange 通知ポート の設定（64 ページ）

• （任意） Microsoft Exchange 予定表通知の接続時間の設定（65 ページ）

• 他の Microsoft Exchange 予定表パラ メータ（66 ページ）

Microsoft Exchange 統合向けのプレゼンス ゲートウェイ
の設定

予定表情報を交換するためには、Exchange サーバ（Microsoft Outlook）をプレゼンス  ゲート ウェ
イ と して設定する必要があ り ます。Exchange ゲー ト ウェイによ り、IM and Presence サービスの
ノードがユーザ単位でユーザのアベイ ラビ リ テ ィ情報を反映する こ とができます。

プレゼンス  ゲート ウェイを設定する と、次のいずれかの値を使用して  Exchange サーバと接続で
きます。

• FQDN（DNS で解決可能）

• IP アド レス

（注） 各種の Exchange 統合の概要については、IM and Presence サービス と  Microsoft Exchange の統合
の計画（9 ページ） を参照される こ と をお勧めします。
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Microsoft Exchange Server と統合するように IM and Presence サービスを設定する

  Microsoft Exchange 統合向けのプレゼンス ゲートウェイの設定
Exchange 統合のために Exchange Web サービス（EWS）のプレゼンス  ゲート ウェイを  [Cisco Unified 
CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インター
フェイスを使用して設定する場合は、次の点に注意して ください。

• WebDAV サーバと  EWS サーバの混在環境を展開する こ とはできません。1 つの WebDAV 
サーバと  1 つ以上の EWS サーバ ゲート ウェイのいずれかを設定する必要があ り ますが、
両方を設定する こ とはできません。

• 1 台以上の EWS サーバを追加、更新、または削除できます（上限はあ り ません）。ただし、[プ
レゼンス  ゲート ウェイ（Presence Gateway）] ウ ィ ン ド ウの [ ト ラブルシュータ
（Troubleshooter）] は、設定した 初の 10 台までの EWS サーバのステータスのみを検証し、
レポー トするよ う作られています。

• EWS サーバ ゲート ウェイは、 初の EWS サーバ ゲート ウェ イに対して設定した偽装アカ
ウン ト  クレデンシャル（アカウン ト名とパスワード）を共有します。1 つの EWS サーバ 
ゲート ウェイのクレデンシャルを変更する と、設定されたすべての EWS ゲート ウェ イのク
レデンシャルもそれに準じて変更されます。

• 1 つ以上の EWS サーバを追加、更新、または削除した後に設定の変更を反映するには、Cisco 
Presence Engine を再起動する必要があ り ます。複数の EWS サーバを連続して追加した場合
は、すべての変更を同時に反映するよ う  Cisco Presence Engine を一度だけ再起動する こ と
ができます。

（注） • SAN 証明書については、保護されたホス ト が [サブジェ ク ト代替名（Subject Alternative 
Name）] フ ィールドのホス ト名/ IP アド レスのフ ィールド一覧に含まれている必要があ り
ます。

• プレゼンス  ゲート ウェイの設定時に、[プレゼンス  ゲート ウェイ（Presence Gateway）] フ ィー
ルドは [サブジェ ク ト の代替名（Subject Alternative Name）] フ ィールドに表示されている保
護されたホス ト と完全に一致している必要があ り ます。

WebDAV を介したプレゼンス ゲートウェイとしての Microsoft Exchange 
2003 および 2007 の設定

はじめる前に

• IM and Presence サービスに有効な証明書チェーンをアップロードする必要があ り ます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユー
ザ インターフェイスにログインします。

ステップ 2 [プレゼンス（Presence）] 　 > 　 [ゲート ウェイ（Gateways）] 　 を選択します。

ステップ 3 [新規追加（Add New）] をク リ ッ ク します。

ステップ 4 Exchange Server 2003 または 2007 を  WebDAV 経由で統合するには、プレゼンス  ゲート ウェイ  タ
イプの [Exchange -- WebDAV] を選択します。
設定変更を有効にするには、WebDAV サーバまたは複数の Exchange Web サービス（EWS）サーバ
を追加、更新、または削除した後に Cisco Presence Engine を再起動する必要があ り ます。ただし、
展開環境に WebDAV サーバと  EWS サーバを混在させる こ とはできません。複数の EWS サーバ
を連続して追加した場合は、すべての変更を同時に反映するよ う  Cisco Presence Engine を一度だ
け再起動する こ とができます。
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Microsoft Exchange Server と統合するように IM and Presence サービスを設定する

  Microsoft Exchange 統合向けのプレゼンス ゲートウェイの設定
ステップ 5 [説明（Description）] フ ィールドに、2 種類以上のゲート ウェ イを設定した場合にプレゼンス  ゲー
ト ウェイのインスタンスを区別できるよ うに意味のある説明を入力します。

ステップ 6 [プレゼンス  ゲート ウェ イ（Presence Gateway）] フ ィールドに、プレゼンス  ゲート ウェ イのサーバ
の場所を入力し、それがサブジェ ク ト共通名（CN）と一致するか、または Exchange サーバ証明書
の [サブジェ ク ト代替名（Subject Alternative Name）] フ ィールドにある こ と を確認します。
Exchange サーバに接続するには、次のいずれかの値を使用する必要があ り ます。

• FQDN

• IP アド レス

プレゼンス  ゲート ウェイをワイルドカード証明書で使用するよ う設定するには、指定したノー
ドの場所の値は、ワイルドカード証明書で保護されたサブド メ インの一部である必要があ り ま
す。たとえば、ワ イルドカード証明書が *.imp.cisco.com サブド メ インを保護する場合は、[プレ
ゼンス  ゲート ウェイ（Presence Gateway）] フ ィールドに server_name.imp.cisco.com とい う ノー
ドの場所の値を入力する必要があ り ます。

（注） FQDN を入力する場合、それがサブジェク ト共通名（CN）に一致するか、または証明書
チェーンの Exchange サーバ リーフ証明書での [サブジェク トの代替名（Subject Alternative 
Name）] フ ィールドの保護されたホス トのいずれかに一致する必要があ り ます。FQDN は、
要求を処理し、証明書を使用するアドレスに解決される必要があ り ます。

ステップ 7 [アカウン ト名（Account Name）] フ ィールドには、IM and Presence サービスが Microsoft Exchange 
サーバに接続する と きに使用する  Receive-As アカウン ト の名前を  domain\username の形式で入
力します。次の点に注意して ください。

• Exchange サーバがデフォル ト のド メ インを指定するよ う設定されている場合は、ユーザ名
の一部と してド メ インを含める必要がないこ とがあ り ます。

• 潜在的な証明書エラー（401 および 404 の認証応答）を回避するために、アカウン ト名の前
にド メ インを指定します。

ステップ 8 IM and Presence サービスが Exchange サーバに接続するのに必要な Exchange アカウン ト  パス
ワードを入力します。確認のためも う一度パスワードを入力します。この値は、Exchange サーバ
で以前に設定したアカウン ト のアカウン ト  パスワード と一致している必要があ り ます。

ステップ 9 Exchange サーバとの接続に使用するポート を入力します。Exchange との IM and Presence サービ
スの統合は、セキュアな HTTP 接続を介して行われます。シスコは、ポー ト  443（デフォル ト  ポー
ト ）を使用し、それ以外のポートは変更しないこ とを推奨します。

ステップ 10 [保存（Save）] をク リ ッ ク します。

ステップ 11 Exchange サーバのステータスで、Exchange の到達可能性（ping 可能）と  Exchange SSL 接続/証明
書の確認が緑色で表示されている こ と を確認します。
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Microsoft Exchange Server と統合するように IM and Presence サービスを設定する

  Microsoft Exchange 統合向けのプレゼンス ゲートウェイの設定
Exchange Web サービスを介したプレゼンス ゲートウェイとしての 
Exchange 2007 または 2010 の設定

はじめる前に

プレゼンス  ゲート ウェイを設定する前に、IM and Presence サービスに有効な証明書チェーンを
アップロードする必要があ り ます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユー
ザ インターフェイスにログインします。

ステップ 2 [プレゼンス（Presence）] > [ゲート ウェイ（Gateways）] を選択します。

ステップ 3 [新規追加（Add New）] をク リ ッ ク します。

ステップ 4 プレゼンス  ゲート ウェ イ  タ イプの [Exchange -- EWS サーバ（Exchange -- EWS Server）] を選択し
ます。
設定変更を有効にするには、1 つ以上の EWS サーバを追加、更新、または削除した後に Cisco 
Presence Engine を再起動する必要があ り ます。複数の EWS サーバを連続して追加した場合は、す
べての変更を同時に反映するよ う  Cisco Presence Engine を一度だけ再起動するこ とができます。

ステップ 5 2 種類以上のゲート ウェイを設定した場合にプレゼンス  ゲート ウェイのインスタンスを区別で
きるよ う 、[説明（Description）] フ ィールドに意味のある説明を入力します。

ステップ 6 [プレゼンス  ゲート ウェ イ（Presence Gateway）] フ ィールドに、プレゼンス  ゲート ウェ イのサーバ
の場所を入力し、それがサブジェ ク ト共通名（CN）と一致するか、または Exchange サーバ証明書
の [サブジェ ク ト の代替名（Subject Alternative Name）] フ ィールドにある こ と を確認します。
Exchange サーバに接続するには、次のいずれかの値を使用する必要があ り ます。

• FQDN

• IP アド レス

プレゼンス  ゲート ウェイをワイルドカード証明書で使用するよ う設定するには、指定したノー
ドの場所の値は、ワイルドカード証明書で保護されたサブド メ インの一部である必要があ り ま
す。たとえば、ワイルドカード証明書がサブド メ イン  *.imp.cisco.com を保護する場合は、[プレ
ゼンス  ゲート ウェイ（Presence Gateway）] フ ィールドに server_name.imp.cisco.com とい う ノー
ド値を入力する必要があ り ます。

（注） FQDN を入力する場合、それがサブジェク ト共通名（CN）に一致するか、または証明書
チェーンの Exchange サーバ リーフ証明書での [サブジェク トの代替名（Subject Alternative 
Name）] フ ィールドの保護されたホス トのいずれかに一致する必要があ り ます。FQDN は、
要求を処理し、証明書を使用するアドレスに解決される必要があ り ます。

ステップ 7 IM and Presence サービスが Exchange サーバに接続する と きに使用する偽装アカウン ト の名前
を入力します。この形式は、ユーザ プ リ ンシパル名（user@domain など）か、ダウンレベルのログ
オン名（domain\user など）のどちらかです。

ステップ 8 IM and Presence サービスが Exchange サーバに接続するのに必要な Exchange アカウン ト  パス
ワードを入力します。確認のためも う一度パスワードを入力します。この値は、Exchange サーバ
で以前に設定したアカウン ト のアカウン ト  パスワード と一致している必要があ り ます。

ステップ 9 Exchange サーバとの接続に使用するポート を入力します。Exchange との IM and Presence サービ
スの統合は、セキュアな HTTP 接続を介して行われます。シスコは、ポー ト  443（デフォル ト  ポー
ト ）を使用し、それ以外のポートは変更しないこ とを推奨します。

ステップ 10 [保存（Save）] をク リ ッ ク します。
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Microsoft Exchange Server と統合するように IM and Presence サービスを設定する

  SAN およびワイルドカード証明書のサポート
ステップ 11 [Exchange サーバ（Exchange Server）] ステータスが次を示すグ リーンになっている こ と を確認し
ます。

• Exchange の到達可能性（ping 可能）

• Exchange SSL の接続/認定の検証

• アカウン ト名とパスワードの確認

次の作業

Exchange プレゼンス  ゲー ト ウェイを設定後、次の点を確認します。

• IM and Presence サービス と  Exchange サーバの接続は成功しましたか。[プレゼンス  ゲート
ウェイ設定（Presence Gateway Configuration）] ウ ィ ン ド ウの [Exchange サーバ ステータス
（Exchange Server Status）] 領域に接続ステータスが表示されます。修正が必要な場合は、
「Exchange サーバの接続ステータスに関する ト ラブルシューテ ィ ング（67 ページ）」を参照
して ください。

• Exchange SSL 証明書チェーンのステータスは正しい（確認済み）ですか。[プレゼンス  ゲー
ト ウェイ設定（Presence Gateway Configuration）] ウ ィ ン ド ウの [Exchange サーバ ステータス
（Exchange Server Status）] 領域には、証明書のサブジェ ク ト  CN の不一致があるかど うかが
示されます。修正が必要な場合は、「SSL 接続と証明書のステータスの ト ラブルシューティ
ング（68 ページ）」を参照して ください。

• アカウン ト名とパスワードのクレデンシャルは正しい（認証済み）ですか。[プレゼンス  ゲー
ト ウェイ設定（Presence Gateway Configuration）] ウ ィ ン ド ウの [Exchange サーバ ステータス
（Exchange Server Status）] 領域には、ユーザ名とパスワードの偽装アカウン ト  クレデンシャ
ルの確認結果が表示されます。修正が必要な場合は、「アカウン ト名とパスワードの ト ラブ
ルシューテ ィ ング」を参照して ください。

SAN およびワイルドカード証明書のサポート
IM and Presence サービスでは、Microsoft Exchange との予定表のセキュアな統合のために、X.509 
証明書を使用します。IM and Presence サービスでは、標準の証明書と と もに、SAN およびワイル
ドカード証明書をサポート しています。

SAN 証明書を使用する と、複数のホス ト名と  IP アド レスを単一の証明書で保護できるよ うにな
り ます。これを行うには、ホス ト名、IP アド レス、またはその両方の一覧を  [X509v3 サブジェ ク ト
の代替名（X509v3 Subject Alternative Name）] フ ィールドで指定します。

ワイルドカード証明書を使用する と、ド メ イン と無制限のサブド メ インを提示できるよ うにな
り ます。これを行うには、ド メ イン名にアスタ リ ス ク（*）を指定します。名前にはワイルドカード
文字 * を含める こ とができます。ワイルドカードは単一のド メ イン名コンポーネン ト に対応し
ます。たとえば、*.a.com は foo.a.com と一致しますが、bar.foo.a.com とは一致しません。

（注） SAN 証明書については、保護されたホス トが [サブジェク トの別名（Subject Alternative Name）] 
フ ィールドのホス ト名/IP アドレスのフ ィールド一覧に含まれている必要があ り ます。プレゼンス  
ゲート ウェイの設定時に、[プレゼンス  ゲート ウェイ（Presence Gateway）] フ ィールドは [サブジェ
ク トの代替名（Subject Alternative Name）] フ ィールドに表示されている保護されたホス ト と完全に
一致している必要があ り ます。ワイルドカードは、標準証明書の場合は [共通名（CN）（Common 
Name (CN)）] フ ィールドに、SAN 証明書の場合は [サブジェク トの代替名（Subject Alternative Name）] 
フ ィールドに使用するこ とができます。
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Microsoft Exchange Server と統合するように IM and Presence サービスを設定する

  IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の間のセキュアな証明書交換の設定
IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の間のセ
キュアな証明書交換の設定

認証局サービスをインストールする方法

認証局（CA）は Exchange サーバ上で実行する こ と もできますが、サードパーテ ィの証明書交換の
セキュ リ ティ を強化するために、別の Windows サーバを  CA と して使用するこ とをお勧めします。

• Windows Server 2003 での CA のインス トール（46 ページ）

• Windows Server 2008 での CA のインス トール（47 ページ）

Windows Server 2003 での CA のインストール

はじめる前に

• CA をインス トールするには、まず Windows Server 2003 コンピュータにインターネッ ト  イ
ンフォ メーシ ョ ン  サービス（IIS）をインス トールする必要があ り ます。IIS は、Windows 2003 
コンピュータにデフォル ト でインス トールされません。

• Windows Server ディ ス ク  1 および SP1 ディ ス クがある こ と を確認します。

手順

ステップ 1 [スター ト （Start）] > [コン ト ロール パネル（Control Panel）] > [プログラムの追加と削除（Add or 
Remove Programs）] の順に選択します。

ステップ 2 [プログラムの追加と削除（Add or Remove Programs）] ウ ィ ン ド ウで、[Windows コンポーネン ト の
追加/削除（Add/Remove Windows Components）] を選択します。

ステップ 3 [Windows コンポーネン ト （Windows Component）] ウ ィザードを完了します。

a） [Windows コンポーネン ト （Windows Component）] ウ ィンド ウで、[サービスの照明（Certificate 
Services）] のチェッ クボッ クスをオンにし、ド メ インのパートナーシップと コンピュータの名

前変更の制約に関する警告が表示された場合 [はい（Yes）] をク リ ッ ク します。

b） [CA タイプ（CA Type）] ウ ィンド ウで、[スタンドアロン ルート  CA（Stand-alone Root CA）] を選

択し、[次へ（Next）] をク リ ッ ク します。

c） [CA 識別情報（CA Identifying Information）] ウ ィンド ウで、CA サーバの [共通名（Common Name）] 
フ ィールドにサーバの名前を入力します。DNS がない場合は、IP アドレスを入力し、[次へ

（Next）] をク リ ッ ク します。

（注） CA はサードパーティの権限であるこ とを覚えておいてください。CA の共通名と、CSR 
の生成に使用された共通名を同じにするこ とはできません。

d） [証明書データベースの設定（Certificate Database Settings）] ウ ィ ンド ウで、デフォルト設定を受

け入れて [次へ（Next）] を選択します。

ステップ 4 インターネッ ト  インフォ メーシ ョ ン  サービスを停止するよ うに求められたら  [はい（Yes）] をク
リ ッ ク します。

ステップ 5 Active Server Pages（ASP）を有効にするよ うに求められたら  [はい（Yes）] をク リ ッ ク します。

ステップ 6 インス トール手順が完了したら  [終了（Finish）] をク リ ッ ク します。
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Microsoft Exchange Server と統合するように IM and Presence サービスを設定する

  IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の間のセキュアな証明書交換の設定
次の作業

CSR の作成：Windows Server 2003 の実行（48 ページ）

Windows Server 2008 での CA のインストール

手順

ステップ 1 [開始（Start）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [サーバー マネージャ（Server Manager）] を
選択します。

ステップ 2 コンソール ツ リーで、[ロール（Roles）] を選択します。

ステップ 3 [操作（Action）] > [役割の追加（Add Roles）] を選択します。

ステップ 4 [役割の追加（Add Roles）] ウ ィザードを完了します。

a） [始める前に（Before You Begin）] ウ ィ ンド ウで、リ ス ト されている前提条件がすべて完了してい

るこ とを確認し、[次へ（Next）] をク リ ッ ク します。

b） [サーバ ロールを選択（Select Server Roles）] ウ ィンド ウで、[Active Directory 証明書サービス

（Active Directory Certificate Services）] チェッ クボッ クスをオンにして、[次へ（Next）] をク リ ッ ク

します。

c） [イン ト ロダクシ ョ ン ウ ィ ンド ウ（Introduction Window）] ウ ィンド ウで、[次へ（Next）] をク リ ッ

ク します。

d） [ロール サービスを選択（Select Role Services）] ウ ィ ンド ウで、次のチェッ クボッ クスをオンに

し、[次へ（Next）] をク リ ッ ク します。

• Certificate Authority

• Certificate Authority Web Enrollment

• Online Responder

e） [セッ ト アップ タイプを指定（Specify Setup Type）] ウ ィ ンド ウで、[スタンドアロン（Standalone）] 
をク リ ッ ク します。

f） [CA タイプを指定（Specify CA Type）] ウ ィンド ウで、[ルート  CA（Root CA）] をク リ ッ ク します。

g） [プライベート  キーのセッ ト  アップ（Set Up Private Key）] ウ ィンド ウで、[新しいプライベート  
キーを作成（Create a new private key）] をク リ ッ ク します。

h） [CA の暗号化を設定（Configure Cryptography for CA）] ウ ィンド ウで、デフォルトの暗号化サー

ビス  プロバイダーを選択します。

i） [CA 名を設定（Configure CA Name）] ウ ィ ンド ウで、CA を識別する共通名を入力します。

j） [有効期間を設定（Set Validity Period）] ウ ィ ンド ウで、CA 用に生成された証明書の有効期間を設

定します。

（注） CA がこ こで指定した期日まで有効な証明書を発行します。

k） [証明書データベースを設定（Configure Certificate Database）] ウ ィ ンド ウで、デフォルトの証明書

データベースの場所を選択します。

l） [インス トールの選択を確認（Confirm Installation Selections）] ウ ィンド ウで、[インス トール

（Install）] をク リ ッ ク します。

m） [インス トール結果（Installation Results）] ウ ィンド ウで、すべてのコンポーネン トに対して「イン

ス トールが完了しました（Installation Succeeded）」とい う メ ッセージが表示されているこ とを確

認し、[閉じる（Close）] をク リ ッ ク します。

（注） Server Manager での役割の 1 つと して [Active Directory 証明書サービス（Active Directory 
Certificate Services）] が表示されます。
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次の作業

CSR の作成：Windows Server 2008 の実行（49 ページ）

Microsoft Exchange サーバの IIS での CSR の生成

CSR の作成：Windows Server 2003 の実行

Exchange の IIS サーバで証明書署名要求（CSR）を作成する必要があ り ます。作成した CSR は CA 
サーバによってその後署名されます。証明書の [サブジェ ク ト の別名（Subject Alternative Name 
(SAN)）] フ ィールドに値が入力されている場合、その値は証明書の共通名（CN）と一致している
必要があ り ます。

はじめる前に

自己署名証明書：必要に応じて証明書 CA サービスをインス トールします。

手順

ステップ 1 [管理ツール（Administrative Tools）] から  [インターネッ ト  インフォ メーシ ョ ン  サービス（Internet 
Information Services）] を開きます。

a） [既定の Web サイ ト （Default Web Site）] を右ク リ ッ ク します。

b） [プロパティ（Properties）] を選択します。

ステップ 2 [ディ レク ト リ  セキュ リ テ ィ（Directory Security）] タブを選択します。

ステップ 3 [サーバ証明書（Server Certificate）] を選択します。

ステップ 4 [Web サーバの証明書（Web Server Certificate）] ウ ィ ン ド ウが表示されたら、[次へ（Next）] を選択
します。

ステップ 5 [サーバ証明書（Server Certificate）] ウ ィザードを完了します。

a） [サーバ証明書（Server Certificate）] ウ ィ ンド ウで、[新しい証明書を作成する（Create a New 
Certificate）] を選択し、[次へ（Next）] をク リ ッ ク します。

b） [証明書の要求の送信方法（Delayed or Immediate Request）] ウ ィンド ウで、[証明書の要求を作成

して後で送信する（Prepare the request now, but send it later）] を選択し、[次へ（Next）] をク リ ッ ク

します。

c） [名前とセキュ リ ティの設定（Name and Security Settings）] ウ ィンド ウで、デフォルトの Web サイ

トの証明書名を受け入れ、ビッ ト長に [1024] を選択し、[次へ（Next）] をク リ ッ ク します。

d） [組織情報（Organization Information）] ウ ィ ンド ウで、[組織（Organization）] フ ィールドに会社名

を、[組織部門（Organizational Unit）] フ ィールドに会社の組織部門を入力し、[次へ（Next）] をク

リ ッ ク します。

e） [サイ トの一般名（Your Site's Common Name）] ウ ィンド ウで、Exchange サーバ のホス ト名または 
IP アドレスを入力し、[次へ（Next）] をク リ ッ ク します。

（注） こ こで入力する  IIS 証明書の共通名は、IM and Presence サービスでプレゼンス  ゲート
ウェイを設定する と きに使用されるため、接続先のホス ト （URI または IP アドレス）と
一致している必要があ り ます。
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f） [地理情報（Geographical Information）] ウ ィンド ウで、地理情報を次のよ うに入力し、[次へ（Next）] 
をク リ ッ ク します。

• 国/地域（Country/Region）

• State/province（都道府県）

• City/locality（市区町村）

g） [証明書要求ファ イル名（Certificate Request File Name）] ウ ィ ンド ウで、証明書要求に対応する適

切なファイル名を入力し、CSR を保存する場所のパス とファ イル名を指定して、[次へ（Next）] 
をク リ ッ ク します。

（注） CSR は拡張子（.txt）なしで保存して ください。この CSR ファ イルを後で探す必要があ
るため、保存場所を覚えておいてください。このファ イルを開くには、必ずメモ帳を使
用します。

h） [要求ファ イルの概要（Request File Summary）] ウ ィンド ウで、[要求ファイルの概要（Request File 
Summary）] ウ ィンド ウに掲載されている情報が正しいこ とを確認し、[次へ（Next）] をク リ ッ ク

します。

i） [Web サーバ証明書の完了（Web Server Certificate Completion）] ウ ィンド ウで、[終了（Finish）] を
選択します。

次の作業

CA サーバ/認証局への CSR の提出（50 ページ）

CSR の作成：Windows Server 2008 の実行

Exchange の IIS サーバで証明書署名要求（CSR）を作成する必要があ り ます。作成した CSR は CA 
サーバによってその後署名されます。

手順

ステップ 1 [管理ツール（Administrative Tools）] から  [インターネッ ト  インフォ メーシ ョ ン  サービス  マネー
ジャ（Internet Information Services (IIS) Manager）] ウ ィ ン ド ウを開きます。

ステップ 2 IIS Manager の左側ペインの [接続（Connections）] 下で、[Exchange サーバ（Exchange Server）] を選
択します。

ステップ 3 [サーバ証明書（Server Certificates）] をダブルク リ ッ ク します。

ステップ 4 IIS Manager の右側ペインの [操作（Actions）] 下で、[証明書要求を作成（Create Certificate Request）] 
を選択します。

ステップ 5 [証明書要求（Request Certificate）] ウ ィザードを完了します。

a） [識別名プロパティ（Distinguished Name Properties）] ウ ィンド ウで、次の情報を入力します。

• [共通名（Common Name）] フ ィールドに、Exchange サーバのホス ト名または IP アド レス
を入力します。

• [組織（Organization）] フ ィールドに、会社名を入力します。

• [組織部門（Organization Unit）] フ ィールドに、会社が属する組織部門を入力します。
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b） 地理情報を次のよ うに入力し、[次へ（Next）] をク リ ッ ク します。

• City/locality（市区町村）

• State/province（都道府県）

• 国/地域（Country/Region）

（注） こ こで入力する  IIS 証明書の共通名は、IM and Presence サービスでプレゼンス  ゲート
ウェイを設定する と きに使用されるため、接続先のホス ト （URI または IP アドレス）と
一致している必要があ り ます。

c） [暗号化サービス  プロバイダ プロパティ（Cryptographic Service Provider Properties）] ウ ィ ンド ウ

で、デフォルトの暗号化サービス  プロバイダを承認し、ビッ ト長に 2048 を選択し、[次へ（Next）] 
をク リ ッ ク します。

d） [証明書要求ファ イル名（Certificate Request File Name）] ウ ィ ンド ウで、証明書要求に対応する適

切なファイル名を入力し、[次へ（Next）] をク リ ッ ク します。

（注） CSR は拡張子（.txt）なしで保存して ください。この CSR ファ イルを後で探す必要があ
るため、保存場所を覚えておいてください。このファ イルを開くには、必ずメモ帳を使
用します。

e） [要求ファ イルのサマ リ （Request File Summary）] ウ ィ ンド ウで、情報が正しいこ とを確認し、[次
へ（Next）] をク リ ッ ク します。

f） [証明書要求の完了（Request Certificate Completion）] ウ ィンド ウで、[終了（Finish）] をク リ ッ ク し

ます。

次の作業

CA サーバ/認証局への CSR の提出（50 ページ）

CA サーバ/認証局への CSR の提出

IIS で Exchange 用に作成されるデフォル ト の SSL 証明書には、Exchange サーバの完全修飾ド メ
イン名（FQDN）を使用し、IM and Presence サービスが信頼している認証局の署名を付ける こ と を
推奨します。この手順によ り、CA が Exchange IIS からの CSR に署名できます。次の手順を  CA 
サーバで実行し、次の場所にある  Exchange サーバの FQDN を設定して ください。

• Exchange 証明書

• [Cisco Unified CM IM and Presence Administration] の Exchange プレゼンス  ゲート ウェ イの 
[プレゼンス  ゲート ウェ イ（Presence Gateway）] フ ィールド。

はじめる前に

Exchange サーバの IIS で CSR を生成します。

手順

ステップ 1 証明書要求ファ イルを  CA サーバにコピーします。

ステップ 2 次のいずれかの URL にアクセスします。

• Windows Server 2003 または Windows Server 2008：http://locall_server/certserv

または

• Windows 2003：http://127.0.0.1/certserv

• Windows 2008：http://127.0.0.1/certsrv
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ステップ 3 [証明書要求（Request a certificate）] を選択します。

ステップ 4 [高度な証明書要求（Advanced certificate request）] をク リ ッ ク します。

ステップ 5 [Base-64 で暗号化した CMC または PKCS #10 ファ イルを使用して証明書要求を提出（Submit a 
certificate request by using a base-64-encoded CMC or PKCS #10 file）] または [Base-64 で暗号化し
た PKCS #7 ファ イルを使用した更新要求を提出（Submit a renewal request by using a base-64-encoded 
PKCS #7 file）] を選択します。

ステップ 6 メモ帳などのテキス ト  エディ タを使用して、作成した CSR を開きます。

ステップ 7 次の行から、
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST

次の行までの情報をすべてコピーします。

END CERTIFICATE REQUEST-----

ステップ 8 CSR の内容を  [証明書の要求（Certificate Request）] テキス ト ボッ ク スに貼り付けます。

ステップ 9 （任意）[証明書テンプレート （Certificate Template）] ド ロ ップダウン  リ ス ト のデフォル ト値は [管
理者（Administrator）] テンプレート です。このテンプレー ト では、サーバの認証に適した有効な署
名付き証明書が作成される こ と もあれば、作成されないこ と もあ り ます。エンタープラ イズの
ルート  CA がある場合は、[証明書テンプレート （Certificate Template）] ド ロ ップダウン  リ ス ト か
ら  Web サーバ証明書テンプレート を選択します。[Web サーバ（Web Server）] 証明書テンプレート
は表示されないこ とがあるため、CA 設定をすでに変更している場合、この手順は不要となる こ
とがあ り ます。

ステップ 10 [送信（Submit）] をク リ ッ ク します。

ステップ 11 [管理ツール（Administrative Tools）] ウ ィ ン ド ウで、[開始（Start）] > [管理ツール（Administrative 
Tools）] > [証明書（Certification）] > [局（Authority）] > [CA 名（CA name）] > [保留中の要求（Pending 
Request）] を選択して、[認証局（Certification Authority）] ウ ィンド ウを開きます。[認証局（Certificate 
Authority）] ウ ィ ン ド ウの [保留中の要求（Pending Requests）] の下に、送信したばかりの要求が表
示されます。

ステップ 12 要求を右ク リ ッ ク し、次の操作を実行します。

• [すべてのタス ク（All Tasks）] を選択します。

• [問題（Issue）] を選択します。

ステップ 13 [発行済み証明書（Issued certificates）] を選択し、証明書が発行されている こ と を確認します。

次の作業

署名付き証明書のダウンロード（52 ページ）
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署名付き証明書のダウンロード

はじめる前に

自己署名証明書：CA サーバに証明書署名要求（CSR）を送信します。

サードパーテ ィ証明書：認証局に CSR を要求します。

手順

ステップ 1 [管理ツール（Administrative Tools）] から  [認証局（Certification Authority）] を開きます。発行した
証明書要求が [発行済み要求（Issued Requests）] 領域に表示されます。

ステップ 2 その要求を右ク リ ッ ク し、[開く（Open）] を選択します。

ステップ 3 [詳細（Details）] タブを選択します。

ステップ 4 [ファ イルにコピー（Copy to File）] を選択します。

ステップ 5 [証明書のエクスポート （Certificate Export）] ウ ィザードが表示されたら、[次へ（Next）] をク リ ッ
ク します。

ステップ 6 [証明書のエクスポート （Certificate Export）] ウ ィザードを完了します。

a） [エクスポート  ファ イルの形式（Export File Format）] ウ ィンド ウで、[Base-64 encoded X.509] を選

択し、[次へ（Next）] をク リ ッ ク します。

b） [エクスポートするファ イル（File to Export）] ウ ィ ンド ウで、証明書を保存する場所を入力し、証

明書名に cert.cer を使用し、c:\cert.cer を選択します。

c） [証明書エクスポート  ウ ィザードの完了（Certificate Export Wizard Completion）] ウ ィンド ウで、サ

マ リ情報を確認し、エクスポートが成功したこ とを確認して、[終了（Finish）] をク リ ッ ク します。

ステップ 7 IM and Presence サービスの管理に使用するコンピュータに、cert.cer をコピーするか、FTP で送信
します。

次の作業

署名付き証明書の Exchange IIS へのアップロード（52 ページ）

署名付き証明書の Exchange IIS へのアップロード

署名付き証明書のアップロード：Windows 2003 の実行

こ こでは、署名付き  CSR を  IIS にアップロードする手順を説明します。署名付き証明書をアップ
ロードするには、IM and Presence サービスの管理に使用するコンピュータで次の手順を実行し
ます。

はじめる前に

自己署名証明書：署名付き証明書をダウンロード します。

サードパーテ ィ証明書：認証局から署名付き証明書が提供されます。
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手順

ステップ 1 [管理ツール（Administrative Tools）] から  [インターネッ ト  インフォ メーシ ョ ン  サービス（Internet 
Information Services）] を開きます。

ステップ 2 [インターネッ ト  インフォ メーシ ョ ン  サービス（Internet Information Services）] ウ ィ ン ド ウで次の
手順を実行します。

a） [既定の Web サイ ト （Default Web Site）] を右ク リ ッ ク します。

b） [プロパティ（Properties）] を選択します。

ステップ 3 [デフォル ト  Web サイ ト のプロパテ ィ（Default Web Site Properties）] ウ ィ ン ド ウで、次の手順を実
行します。

a） [ディ レク ト リ  セキュ リ ティ（Directory Security）] タブを選択します。

b） [サーバ証明書（Server Certificate）] を選択します。

ステップ 4 [Web サーバ証明書（Web Server Certificate）] ウ ィザード  ウ ィ ン ド ウが表示されたら、[次へ（Next）] 
をク リ ッ ク します。

ステップ 5 [Web サーバ証明書（Web Server Certificate）] ウ ィザードを完了します。

a） [保留中の証明書要求（Pending Certificate Request）] ウ ィンド ウで、[保留中の要求を処理して証

明書をインス トール（Process the pending request and install the certificate）] を選択し、[次へ（Next）] 
をク リ ッ ク します。

b） [保留中の要求を処理（Process a Pending Request）] ウ ィ ンド ウで、[参照（Browse）] をク リ ッ ク し

て、証明書を検索し、適切なパス とファ イル名に移動します。

c） [SSL ポート （SSL Port）] ウ ィンド ウで、SSL ポートに 443 を入力し、[次へ（Next）] をク リ ッ ク し

ます。

d） [Web サーバ証明書の完了（Web Server Certificate Completion）] ウ ィンド ウで、[終了（Finish）] を
選択します。

ヒン ト

証明書が信頼できる証明書ス ト アにない場合、署名付き  CSR は信頼されません。信頼を確立する
には、次の操作を実行します。

• [ディ レク ト リのセキュ リ テ ィ（Directory Security）] タブで、[証明書を表示（View Certificate）] 
をク リ ッ ク します。

• [詳細（Details）] > [ルート証明書をハイ ラ イ ト （Highlight root certificate）] を選択し、[表示
（View）] をク リ ッ ク します。

• ルート証明書の [詳細（Details）] タブを選択し、証明書をインス トールします。

次の作業

ルート証明書のダウンロード（55 ページ）
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署名付き証明書のアップロード：Windows 2008 の実行

こ こでは、署名付き  CSR を  IIS にアップロードする手順を説明します。署名付き証明書をアップ
ロードするには、IM and Presence サービスの管理に使用するコンピュータで次の手順を実行し
ます。

はじめる前に

自己署名証明書：署名付き証明書をダウンロード します。

サードパーテ ィ証明書：認証局から署名付き証明書が提供されます。

手順

ステップ 1 [管理ツール（Administrative Tools）] から  [インターネッ ト  インフォ メーシ ョ ン  サービス  マネー
ジャ（Internet Information Services (IIS) Manager）] ウ ィ ン ド ウを開きます。

ステップ 2 IIS Manager の左側ペインの [接続（Connections）] 下で、[Exchange サーバ（Exchange Server）] を選
択します。

ステップ 3 [サーバ証明書（Server Certificates）] をダブルク リ ッ ク します。

ステップ 4 IIS Manager の右側ペインの [操作（Actions）] 下で、[証明書要求を完了（Complete Certificate 
Request）] を選択します。

ステップ 5 [証明書認証局の応答を指定（Specify Certificate Authority Response）] ウ ィ ン ド ウで、次の操作を
実行します。

a） 証明書を検索するには、省略記号（...）を選択します。

b） 正しいパスおよびファイル名に移動します。

c） 証明書のわかりやすい名前を入力します。

d） [OK] をク リ ッ ク します。完了した証明書が証明書のリ ス トに表示されます。

ステップ 6 [インターネッ ト  インフォ メーシ ョ ン  サービス（Internet Information Services）] ウ ィ ン ド ウで、次
の手順を実行して証明書をバイン ド します。

a） [デフォルト  Web サイ ト （Default Web Site）] を選択します。

b） IIS Manager の右側ペインの [操作（Actions）] 下で、[バインディング（Bindings）] を選択します。

ステップ 7 [サイ ト  バインディ ング（Site Bindings）] ウ ィ ン ド ウで次の手順を実行します。

a） [https] を選択します。

b） [編集（Edit）] を選択します。

ステップ 8 [バインディ ングの編集（Edit Site Bindings）] ウ ィ ン ド ウで、次の手順を実行します。

a） [SSL 証明書] ド ロ ップダウン リ ス トから、直前に作成した証明書を選択します。証明書に適用

される名前が表示されます。

b） [OK] をク リ ッ ク します。

次の作業

ルート証明書のダウンロード（55 ページ）
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  IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の間のセキュアな証明書交換の設定
ルート証明書のダウンロード

はじめる前に

署名付き証明書を  Exchange IIS にアップロード します。

手順

ステップ 1 CA サーバにログインし、Web ブラウザを開きます。

ステップ 2 使用している  Windows プラ ッ ト フォームの種類に応じ、次のいずれかの URL にアクセスします。

a） Windows Server 2003：http://127.0.0.1/certserv

b） Windows Server 2008：https://127.0.0.1/certsrv

ステップ 3 [CA 証明書、証明書チェーン、または CRL のダウンロード（Download a CA certificate, certificate 
chain, or CRL）] をク リ ッ ク します。

ステップ 4 [エンコーディ ング方法（Encoding Method）] で、[Base 64] を選択します。

ステップ 5 [CA 証明書のダウンロード（Download CA Certificate）] をク リ ッ ク します。

ステップ 6 証明書（certnew.cer）をローカル ディ ス クに保存します。

ヒン ト

ルート証明書のサブジェ ク ト の共通名（CN）がわからない場合は、外部の証明書管理ツールを使
用して調べる こ とができます。Windows オペレーテ ィ ング  システムで、拡張子が .cer の証明書
ファ イルを右ク リ ッ ク し、証明書のプロパテ ィ を開きます。

次の作業

IM and Presence サービス  ノードへのルート証明書のアップロード（55 ページ）

IM and Presence サービス ノードへのルート証明書のアップロード

はじめる前に

• 自己署名証明書：ルー ト証明書をダウンロード します。

• サードパーテ ィ証明書：認証局にルート証明書を要求します。CA 署名付きのサードパー
テ ィ  Exchange サーバ証明書がある場合は、証明書チェーン内のすべての CA 証明書を  
Cisco Unified Presence の信頼証明書（cup-trust）と して IM and Presence サービスにアップ
ロードする必要があ り ます。
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  IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の間のセキュアな証明書交換の設定
手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] の 
[証明書インポート  ツール（Certificate Import Tool）] を使用して、次の操作を行います。

証明書のアップロード方法 アクシ ョ ン

[Cisco Unified CM IM and Presence 
Administration] の証明書インポー
ト  ツール

証明書インポート  ツールは、信頼
証明書を  IM and Presence サービ
スにインス トールするプロセス
を簡略化する もので、証明書交換
の主要な方法です。このツールで
は、Exchange サーバのホス ト と
ポー ト を指定する と、サーバから
証明書チェーンがダウンロード
されます。承認する と、ツールが
欠落している証明書を自動的に
インス トールします。

（注） この手順では、[Cisco 
Unified CM IM and Presence 
Administration] の証明書イ
ンポート  ツールにアクセ
スし、設定する方法を 1 つ
紹介します。特定のタイプ
の予定表統合のために 
Exchange プレゼンス  ゲー
ト ウェイを設定する場合
は、[Cisco Unified Presence 
Administration] 内の証明書
インポート  ツールのカス
タマイズされたバージ ョ
ンを表示するこ と もでき
ます（[Cisco Unified CM IM 
and Presence の管理（Cisco 
Unified CM IM and Presence 
Administration）] にログイ
ンし、[プレゼンス
（Presence）] > [ゲート ウェイ
（Gateways）] を選択します）。

1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified 
CM IM and Presence Administration）] ユーザ インター
フェイスにログインします。

2 [システム（System）] > [セキュ リ テ ィ（Security）] > [証明
書インポート  ツール（Certificate Import Tool）] を選択
します。

3 証明書をインス トールする証明書信頼ス ト ア と して  
[IM and Presence(IM/P) Trust] を選択します。このス ト
アには、Exchange の統合に必要なプレゼンス  エンジン
信頼証明書が保存されます。

4 Exchange サーバに接続するために、次のいずれかの値
を入力します。

• IP アド レス

• ホス ト ネーム

• FQDN

この [ピア  サーバ（Peer Server）] フ ィールドに入力する
値は、Exchange サーバの IP アド レス、ホス ト名、または 
FQDN と完全に一致している必要があ り ます。

5 Exchange サーバとの通信に使用するポー ト を入力し
ます。この値は、Exchange サーバの使用可能なポー ト
と一致している必要があ り ます。

6 [送信（Submit）] をク リ ッ ク します。ツールが完了する
と、テス ト ご とに次の状態が報告されます。

• ピア  サーバの到達可能性ステータス：IM and 
Presence サービスが Exchange サーバに到達
（ping）できるかど うかを示します。Exchange サー
バの接続ステータスに関する ト ラブルシューテ ィ
ング（67 ページ）を参照して ください。

• SSL 接続/証明書の確認ステータス：証明書イン
ポート  ツールが指定されたピア  サーバから証明
書をダウンロードする こ とに成功したかど うか
と、IM and Presence サービス と リ モー ト  サーバの
間にセキュアな接続が確立されたかど うかを示し
ます。SSL 接続と証明書のステータスの ト ラブル
シューテ ィ ング（68 ページ）を参照して ください。
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  IM and Presence サービスと  Microsoft Exchange の間のセキュアな証明書交換の設定
ステップ 2 証明書インポート  ツールによって、証明書が欠落している こ とがわかった場合は（通常、Microsoft 
サーバでは CA 証明書が欠落します）、[Cisco Unified OS 管理証明書の管理（Cisco Unified OS Admin 
Certificate Management）] ウ ィ ン ド ウを使用して、手動で CA 証明書をアップロード します。

ステップ 3 証明書のインポート  ツール（ステップ 1（ 56 ページ））に戻り、すべてのステータス  テス ト が成功
したこ と を確認します。

ステップ 4 すべての Exchange 信頼証明書をアップロード したら、Cisco Presence Engine と  SIP プロキシ サー
ビスを再起動します。[Cisco Unified CM IM and Presence のサービスアビ リ テ ィ（Cisco Unified IM 
and Presence Serviceability）] ユーザ インターフェイスにログインします。[ツール（Tools）] > [コン
ト ロール センター - 機能サービス（Control Center - Feature Services）] の順に選択します。

ヒン ト

IM and Presence サービスでは、Exchange サーバの信頼証明書をサブジェク トの共通名（CN）あ り /
なしのどちらでもアップロードできます。

証明書のアップロード方法 アクシ ョ ン

Cisco Unified IM およびプレゼン
ス  オペレーティ ング  システムの
管理

Exchange サーバが SSL/TLS ハン
ドシェイ ク中に CA 証明書を送信
しない場合、それらの証明書は証
明書インポート  ツールではイン
ポート できません。この場合、証明
書管理ツールを使用して手動で欠
落している証明書をインポートす
る必要があ り ます（[Cisco Unified 
IM and Presence Operating System 
Administration] にログインしま
す。[セキュ リ テ ィ（Security）] > [証
明書管理（Certificate Management）] 
を選択します。

1 IM and Presence サービス  ノードの管理に使用するコ
ンピュータに、certnew.cer 証明書ファ イルをコピーす
るか、FTP で送信します。

2 [Cisco Unified IM and Presence オペレーテ ィ ング  シス
テムの管理（Cisco Unified IM and Presence Operating 
System Administration）] ユーザ インターフェイスにロ
グインします。

3 [セキュ リ テ ィ（Security） > [証明書管理（Certificate 
Management）] を選択します。

4 [証明書リ ス ト （Certificate List）] ウ ィ ン ド ウで、[証明
書/証明書チェーンをアップロード（Upload 
Certificate/Certificate Chain）] を選択します。

5 [証明書/証明書チェーンをアップロード（Upload 
Certificate/Certificate Chain）] ダイアログボッ クスが開
いたら、次の操作を実行します。

• [証明書名（Certificate Name）] ド ロ ップダウン リ ス

ト から、

[cup-trust] を選択します。
• 拡張子を付けずにルート証明書の名前を入力し
ます。

6 [参照（Browse）] をク リ ッ ク し、[certnew.cer] を選択し
ます。

7 [ファ イルのアップロード（Upload File）] をク リ ッ ク し
ます。
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  予定表統合の実現
予定表統合の実現
予定表統合は、管理者によって個別またはユーザ グループごとに有効化されます。

（注） プレゼンス  ゲート ウェイが Cisco Unified Communications Manager で設定されているこ とを確認し
ます。詳細については、「Microsoft Exchange 統合向けのプレゼンス  ゲート ウェイの設定（41 ペー
ジ）」を参照して ください。

個々のユーザの予定表統合を有効にする

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）] ユーザ インターフェイスにログイ
ンします。

ステップ 2 [ユーザ管理（User Management）] > [エンド  ユーザ（End User）] の順に選択します。

ステップ 3 [サービス設定（Service Settings）] 領域で、既存の会議情報を含めるためのチェ ッ クボッ ク スをオ
ンします（Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス  ノードで Exchange プ
レゼンス  ゲート ウェイを設定する必要があ り ます）。

予定表の統合を一括して有効にする

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Manager ノードで、[Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM 
Administration）] ユーザ インターフェイスにログインします。

ステップ 2 予定表の統合は、次のウ ィ ン ド ウから一括して有効にできます。

a） [一括管理（Bulk Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザの挿入（Insert Users）]

b） [一括管理（Bulk Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザの更新（Update Users）] > [クエ リー

（Query）]

c） [一括管理（Bulk Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザの更新（Update Users）] > [カスタム 
ファ イル（Custom File）]

ステップ 3 適切な [ユーザ（Users）] 領域で、ファ イル名を選択します。
（注） 正しいファ イル形式の [サンプル ファ イルを表示（View Sample File）] をク リ ッ ク します。

ステップ 4 [今すぐ実行（Run Immediately）] または [後から実行（Run Later）] をク リ ッ ク します。

ステップ 5 [送信（Submit）] をク リ ッ ク します。
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  （任意）Exchange Web サービスで送信される  Exchange 予定表通知の頻度の設定
（任意）Exchange Web サービスで送信される  Exchange 
予定表通知の頻度の設定

（注） この手順は、Microsoft Exchange Server 2007 または 2010 を  Exchange Web サービス（EWS）経由で
統合する場合にのみ必要とな り ます。予定表を  WebDAV 経由で統合する場合、この手順を実行す
る必要はあ り ません。

EWS Status Frequency パラ メータは、Exchange サーバが IM and Presence サービス上のサブスク
リプシ ョ ンを更新するまでにかかる間隔（分数）を指定します。このパラ メータのデフォル ト値
は 60 分です。IM and Presence サービス上のプレゼンス  エンジンがサブスク リプシ ョ ンを失った
こ とを  60 分（デフォル ト ）よ り も短い間隔で検出する必要がある場合は、この間隔をデフォル ト
値よ り小さい値に変更して ください。この間隔を短くする と、エラーの検出能力は向上しますが、
それに伴って Exchange サーバおよび IM and Presence サービス  ノードへの負荷も増加します。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユー
ザ インターフェイスにログインします。

ステップ 2 [システム（System）] > [サービス  パラ メータ（Service Parameters）] を選択します。

ステップ 3 [サーバ（Server）] ド ロ ップダウン  リ ス ト から、[IM and Presence サービス（IM and Presence 
Service）] ノードを選択します。

ステップ 4 [サービス（Service）] ド ロ ップダウン  リ ス ト から、[Cisco Presence Engine（アクテ ィブ）（Cisco 
Presence Engine (Active)）] を選択します。

ステップ 5 [予定表設定（すべてのサーバに適用されるパラ メータ）（Calendaring Configuration (Parameters 
that apply to all servers)）] 領域で、[EWS ステータス頻度（EWS Status Frequency）] フ ィールドのパ
ラ メータ値を編集します。このパラ メータの 大値は 1440 分です。このパラ メータのデフォル
ト値は 60 分です。

ステップ 6 [保存（Save）] をク リ ッ ク します。

次の作業

予定表の統合はユーザ単位で行われるため、[EWS ステータス頻度（EWS Status Frequency）] パラ
メータの変更はその都度に更新されます。ただし、すべてのユーザについてパラ メータの変更を
有効にするために、Cisco Presence Engine を再起動する こ と を推奨します。[Cisco Unified CM IM 
and Presence のサービスアビ リ ティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] ユーザ インター
フェイスにログインします。[ツール（Tools）] > [サービス  アクティベーシ ョ ン（Service Activation）] 
を選択します。
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  （任意）予定表と統合する場合の多言語サポートの設定
（任意）予定表と統合する場合の多言語サポートの設定
この手順は、Microsoft Exchange Server 2003 または 2007 を  WebDAV 経由で統合する場合にのみ
必要とな り ます。これらの手順では、Exchange Web サービスのカレンダー統合は必要ではあ り ま
せん。

ユーザ ロケールは国特有のものです。ユーザ ロケール ファ イルは、指定のロケールのユーザ ア
プ リ ケーシ ョ ンおよびユーザ Web ページ向けに翻訳されたテキス ト を提供します。Exchange の
導入を拡張し、多言語をサポート できるよ うにするには、予定表の統合に必要なユーザ ロケール
をサポートするよ う  Cisco Unified Communications Manager と  IM and Presence サービスを設定す
る必要があ り ます。サポート される言語の数には上限はあ り ません。

Cisco Unified Communications Manager へのロケール インストーラのイ
ンストール

この手順を実行する前に、次の補足情報を考慮に入れて ください。

• Cisco Unified Communications Manager ロケール インス トーラをインス トールする前に、ク
ラスタ内のすべてのノードに Cisco Unified Communications Manager の互換性のある リ リー
スをインス トールする必要があ り ます。

• インス トールされるロケールのデフォル ト設定は、「英語（米国）（English United States）」で
す。Cisco Unified Communications Manager に適切な言語/ロケールをインス トールし、ユー
ザが 初にサイン  インする と きに Exchange サーバで適切な言語/ロケールを選択する こ と
を強く推奨します。

WebDAV での統合に対してのみ適用される、次の事項も考慮に入れて ください。

◦ Cisco Unified Communications Manager に別の言語/ロケールがインス トールされてい
る と きにエン ド  ユーザの Exchange メールボッ ク スにデフォル ト言語（英語）を設定し
た場合、それ以降にそのユーザのロケールを変更する こ とはできません。この問題の
詳細については、WebDAV の予定表統合によるローカラ イズの警告（75 ページ）を参照
して ください。

◦ 英語以外のロケールを使用する場合は、Cisco Unified Communications Manager と  IM 
and Presence サービスの両方に適切な言語インス トーラをインス トールする必要があ
り ます。ロケール インス トーラがク ラスタ内のすべてのノードにインス トールされて
いるこ とを確認します（IM and Presence サービスのサブスク ライバ ノード よ り も先に、
IM and Presence サービスのデータベース  パブリ ッシャ  ノードにインス トールします）。

• 適切なすべてのロケール インス トーラが両方のシステムにロード されるまで、ユーザ ロ
ケールを設定しないでください。ロケール インス トーラが Cisco Unified Communications 
Manager にロード された後であっても、IM and Presence サービスにロード される前にユーザ
がユーザ ロケールを設定してしま う と、予定表が正し く動作しないこ とがあ り ます。問題が
報告された場合は、各ユーザに対し、[Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプシ ョ
ン（Cisco Unified Communications Manager User Options）] ページにログインし、ロケールを現
在の設定から  [英語（English）] に変更してから適切な言語に戻すよ うに指示する こ と を推奨
します。一括管理ツールを使用してユーザ ロケールを適切な言語に同期するこ と もできます。

• 変更を有効にするには、ノードを再起動する必要があ り ます。ロケールのインス トール手順
がすべて完了したら、ク ラスタ内の各ノードを再起動します。ク ラスタ内のすべてのノード
を再起動するまで、システム内で更新は行われません。ノードの再起動後にサービスが再開
されます。

• ク ラスタ内のすべてのノードに同じコンポーネン ト をインス トールして ください。
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  （任意）予定表と統合する場合の多言語サポートの設定
この手順を  Cisco Unified Communications Manager で実行する方法については、『Cisco Unified 
Communications Operating System Administration Guide 』
（http://www.cisco.com/en/us/products/sw/voicesw/ps556/prod_maintenance_guides_list.html ）を参照
して ください。

次の作業

IM and Presenceサービスへのロケール インス トーラのインス トール（61 ページ）

IM and Presenceサービスへのロケール インストーラのインストール

はじめる前に

• Cisco Unified Communications Manager にロケール インス トーラをインス トールします。英
語以外のロケールを使用する場合は、Cisco Unified Communications Manager と  IM and 
Presence サービスの両方に適切な言語インス トーラをインス トールする必要があ り ます。

• IM and Presence サービス  ク ラスタに複数のノードがある場合は、ロケール インス トーラが
ク ラスタ内のすべてのノードにインス トールされている こ と を確認します（IM and 
Presence サービスのサブスク ラ イバ ノードの前に IM and Presence サービスのデータベー
ス  パブ リ ッシャ  ノードにインス トールします）。

• 適切なすべてのロケール インス トーラが両方のシステムにロード されるまで、ユーザ ロ
ケールを設定しないでください。ロケール インス トーラが Cisco Unified Communications 
Manager にロード された後であっても、IM and Presence サービスにロード される前にユー
ザがユーザ ロケールを設定してしま う と、予定表が正し く動作しないこ とがあ り ます。問
題が報告された場合は、各ユーザに対し、[Cisco Unified Communications Manager ユーザ オ
プシ ョ ン（Cisco Unified Communications Manager User Options）] ページにログインし、ロ
ケールを現在の設定から  [英語（English）] に変更してから適切な言語に戻すよ うに指示す
る こ と を推奨します。Cisco Unified Communications Manager の一括管理ツールを使用して
ユーザ ロケールを適切な言語に同期する こ と もできます。

• 変更を有効にするには、ノードを再起動する必要があ り ます。ロケールのインス トール手順
がすべて完了したら、ク ラスタ内の各ノードを再起動します。ク ラスタ内のすべてのノード
を再起動するまで、システム内で更新は行われません。ノードの再起動後にサービスが再開
されます。

手順

ステップ 1 IM and Presence ロケール インス トーラを入手するには、Cisco.com のこのページにアクセスし
ます。

ステップ 2 作業環境に適した IM and Presence サービス  ロケール インス トーラのバージ ョ ンを選択します。

ステップ 3 ファ イルをダウンロード したら、ハード  ド ラ イブに保存し、ファ イルの保存場所を メモします。

ステップ 4 SFTP をサポートするサーバにこのファ イルをコピーします。

ステップ 5 管理者アカウン ト とパスワードを使用し、[Cisco Unified IM and Presence オペレーティ ング  シス
テムの管理（Cisco Unified IM and Presence Operating System Administration）] ユーザ インターフェ
イスにログインします。

ステップ 6 [ソフ ト ウェア  アップグレード（Software Upgrades）] > [インス トール/アップグレード
（Install/Upgrade）] を選択します。

ステップ 7 ソフ ト ウェアの入手先と して [ リ モー ト  ファ イル システム（Remote File System）] を選択します。

ステップ 8 [ディ レク ト リ （Directory）] フ ィールドに、ファ イルの場所（/tmp など）を入力します。
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Microsoft Exchange Server と統合するように IM and Presence サービスを設定する

  （任意）予定表と統合する場合の多言語サポートの設定
ステップ 9 ロケール インス トーラ  ファ イルが保存されているサーバ（手順 4 で指定したサーバ）の名前を入
力します。これによ り、ロケール インス トーラ  ファ イルが IM and Presence サービス  ノードにコ
ピーされ、インス トールできるよ うにな り ます。

ステップ 10 [ユーザ名（User Name] および [ユーザ パスワード（User Password）] フ ィールドに、ユーザ名とパ
スワードのクレデンシャルを入力します。

ステップ 11 [転送プロ ト コル（Transfer Protocol）] で、[SFTP] を選択します。

ステップ 12 [次へ（Next）] をク リ ッ ク します。

ステップ 13 検索結果の リ ス ト から  IM and Presence サービス  ロケール インス トーラを選択します。

ステップ 14 [次へ（Next）] をク リ ッ ク して、インス トーラ  ファ イルをロード し、検証します。

ステップ 15 ロケールのインス トールが完了したら、ク ラスタ内の各ノードを再起動します。

ステップ 16 インス トールされるロケールのデフォル ト設定は、「英語（米国）（English United States）」です。IM 
and Presence サービス 　 ノード  の再起動中に、必要に応じて、ダウンロード したインス トーラのロ
ケールに合わせてブラウザの言語を変更してください。

ステップ 17 ユーザがサポート されている製品のロケールを選択できる こ と を確認します。

ヒン ト

• ク ラスタ内のすべてのノードに同じコンポーネン ト をインス トールして ください。

• （任意） 統合した予定表をローカラ イズする場合、Exchange サーバの URL に「Calendar」の訳
語が含まれていますか。修正が必要な場合は、「Microsoft Exchange Server URL にカレンダー
の訳語が含まれているかど うかの確認（75 ページ）」を参照して ください。

次の作業

多言語の予定表と統合する場合のユーザ ロケールの設定

ブラウザ 設定手順

Internet Explorer 
バージ ョ ン  6.x

1 [ツール（Tools）] > [インターネッ ト  オプシ ョ ン（Internet Options）] を選
択します。

2 [一般（General）] タブを選択します。

3 [言語（Languages）] を選択します。

4 [上へ（Move Up）] ボタンをク リ ッ ク して、優先する言語を リ ス ト の先頭
に移動します。

5 [OK] をク リ ッ ク します。

Mozilla Firefox 
バージ ョ ン  3.x

1 [ツール（Tools）] > [オプシ ョ ン（Options）] を選択します。

2 [コンテンツ（Content）] タブを選択します。

3 ウ ィ ン ド ウの言語領域で、[言語設定（Choose）] を選択します。

4 [上へ（Move Up）] ボタンをク リ ッ ク して、優先する言語を リ ス ト の先頭
に移動します。

5 [OK] をク リ ッ ク します。
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Microsoft Exchange Server と統合するように IM and Presence サービスを設定する

  （任意）予定表と統合する場合の多言語サポートの設定
多言語の予定表と統合する場合のユーザ ロケールの設定

はじめる前に

• 使用可能なすべての言語が含まれている、Cisco Unified Communications Manager および IM 
and Prsence サービスのロケール インス トーラをインス トールします。適切なすべてのロ
ケール インス トーラが両方のシステムにロード されるまで、ユーザ ロケールを設定しない
でください。

• インス トールされるロケールのデフォル ト設定は、「英語（米国）（English United States）」で
す。Cisco Unified Communications Manager に適切な言語/ロケールをインス トールし、ユー
ザが 初にログインする と きに Exchange サーバで適切な言語/ロケールを選択する こ と を
強く推奨します。Cisco Unified Communications Manager に別の言語/ロケールがインス トー
ルされている と きにエン ド  ユーザの Exchange メールボッ ク スにデフォル ト言語（英語）を
設定した場合、それ以降にそのユーザのロケールを変更する こ とはできません。この問題に
関する詳細については、WebDAV での予定表統合に関するローカラ イズの補足情報につい
ての ト ピ ッ クを参照して ください。

• ロケール インス トーラが Cisco Unified Communications Manager にロード された後であっ
ても、IM and Presence サービスにロード される前にユーザ ロケールを設定してしま う と、
予定表が正し く動作しないこ とがあ り ます。システムが適切な言語を使用するよ うにする
には、[Cisco Unified Communications Manager セルフケアポータル（Cisco Unified 
Communications Manager Self Care Portal）] にログインし、言語を現在の設定から英語に変更
する こ とを推奨します。その後、ロケールを必要な言語に戻します。

次の表の う ち自分のロール（管理者またはユーザ）に対応する手順を実行します。

管理者

手順

ステップ 1 管理者のユーザ名とパスワードを使用して、[Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM 
Administration）] にログインします。

ステップ 2 [ユーザ管理（User Management）] > [エンド  ユーザ（End User）] の順に選択します。

ステップ 3 検索と一覧表示機能を使用して目的のユーザを検索するか、または [検索（Find）] をク リ ッ ク し
てすべてのユーザを一覧表示します。

ステップ 4 目的のユーザのユーザ ID のハイパーリ ンクをク リ ッ ク します。

ステップ 5 [ユーザ ロケール（User Locale）] ド ロ ップダウン  リ ス ト から、そのユーザ用の言語を選択します。

ステップ 6 [保存（Save）] をク リ ッ ク します。
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Microsoft Exchange Server と統合するように IM and Presence サービスを設定する

  （任意）Microsoft Exchange 通知ポートの設定
ユーザ

手順

ステップ 1 自分のユーザ アカウン ト とパスワードを使用して、[Cisco Unified Communications セルフケア
ポータル（Cisco Unified Communications Self Care Portal）] ユーザ インターフェイスにログインし
ます。

（注） セルフケアポータルの場所は、https://nodename/ucmuser です。こ こで nodename は Cisco 
Unified Communications Manager ノード（サーバ）の名前です。

ステップ 2 [一般設定（General Settings）] タブを選択します。

ステップ 3 [表示言語（Display Language）] ド ロ ップダウン  リ ス ト から目的の言語を選択します。

（任意）Microsoft Exchange 通知ポートの設定
この ト ピ ッ クは、Cisco Presence Engine において Exchange サーバからの通知をネッ ト ワーク設
定に固有の別のポート で受信する場合にのみ当てはま り ます。

この手順は、WebDAV と  Exchange Web サービス（EWS）の両方の Exchange 設定を対象と します。
WebDAV 統合では、HTTPU 通知の受信にデフォル ト で UDP ポート  50020 が使用されます。EWS 
統合では、HTTP 通知の受信にデフォル ト で TCP ポート が使用されます。

はじめる前に

デフォル ト  ポート以外のポート を使用する場合は、必ず未使用のポート を割り当てて ください。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユー
ザ インターフェイスにログインします。

ステップ 2 [システム（System）] > [サービス  パラ メータ（Service Parameters）] を選択します。

ステップ 3 [サーバ（Server）] ド ロ ップダウン  リ ス ト から、[IM and Presence サービス（IM and Presence 
Service）] ノードを選択します。

ステップ 4 [サービス（Service）] ド ロ ップダウン  リ ス ト から、[Cisco Presence Engine（アクテ ィブ）（Cisco 
Presence Engine (Active)）] を選択します。

ステップ 5 [予定表設定（Calendaring Configuration）] 領域で、[Microsoft Exchange 通知ポート （Microsoft Exchange 
Notification Port）] フ ィールドのパラ メータ値を編集し、[保存（Save）] をク リ ッ ク します。

（注） WebDAV 設定の場合、このパラ メータのデフォルト値は 50020 です。

次の作業

一度にすべてのユーザのパラ メータ変更を有効にするために、Cisco Presence Engine を再起動す
る こ と を推奨します。[Cisco Unified CM IM and Presence のサービスアビ リ テ ィ（Cisco Unified IM 
and Presence Serviceability）] ユーザ インターフェイスにログインします。[ツール（Tools）] > [コン
ト ロール センター（Control Center） - 機能サービス（Feature Services）] の順に選択します。
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Microsoft Exchange Server と統合するように IM and Presence サービスを設定する

  （任意） Microsoft Exchange 予定表通知の接続時間の設定
ヒン ト • ポート をデフォル ト以外に変更した場合、そのユーザの Exchange サブスク リプシ ョ ンが更
新されるまで、Cisco Presence Engine はユーザの既存の予定表情報（会議数、開始時刻、終了
時刻など）を使用し続けます。Cisco Presence Engine がユーザの予定表の変更通知を受け取
るまでに 大で 1 時間かかる こ とがあ り ます。

• 一度にすべてのユーザの変更を有効にするために、Cisco Presence Engine を再起動する こ と
を推奨します。

（任意） Microsoft Exchange 予定表通知の接続時間の設定
デフォル ト では、Cisco Presence Engine は会議/取り込み中通知を発生から  50 秒で送信できます。
ユーザ数が少ない場合は、この手順に示す方法に従って、この遅延を短くする こ と を推奨しま
す。ただし、この手順は任意です。ネッ ト ワーク設定に特有の理由から接続時間を変更する必要
がある場合にのみ実行して ください。

はじめる前に

この手順では、フ ィールド値（秒数）を「割り当てられたユーザの 大数/100」に設定します。たと
えば、ユーザの 大数が 1000 である場合、オフセッ ト範囲は 10 秒とな り ます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユー
ザ インターフェイスにログインします。

ステップ 2 [システム（System）] > [サービス  パラ メータ（Service Parameters）] を選択します。

ステップ 3 [サーバ（Server）] ド ロ ップダウン  リ ス ト から、[IM and Presence サービス（IM and Presence 
Service）] ノードを選択します。

ステップ 4 [サービス（Service）] ド ロ ップダウン  リ ス ト から、[Cisco Presence Engine（アクテ ィブ）（Cisco 
Presence Engine (Active)）] を選択します。

ステップ 5 [予定表設定（Calendaring Configuration）] 領域で、[予定表スプレッ ド（Calendar Spread）] フ ィール
ドのパラ メータ値を編集します。このパラ メータの 大値は 59 秒です。会議の開始または終了
が 1 分を超えて遅れた場合、会議の開始/終了カウンタおよび通知に影響します。このパラ メータ
のデフォル ト値は 50 です。

ステップ 6 [保存（Save）] をク リ ッ ク します。

次の作業

[予定表スプレッ ド（Calendar Spread）] パラ メータの変更は、ユーザ単位で予定表の統合が発生す
るたびに付加的に更新されます。ただし、すべてのユーザについてパラ メータの変更を有効にす
るために、Cisco Presence Engine を再起動する こ とを推奨します。Cisco Unified IM and Presence 
Serviceability にログインします。[ツール（Tools）] > [コン ト ロール センター - 機能サービス
（Control Center - Feature Services）] の順に選択します。

ヒン ト 多数のユーザが会議に出入りする と、大量の通知イベン トが発生し、一部の通知に 大で数分の遅
れが生じるこ とがあ り ます。
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Microsoft Exchange Server と統合するように IM and Presence サービスを設定する

  他の Microsoft Exchange 予定表パラ メータ
他の Microsoft Exchange 予定表パラメータ
[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] の 
[サービス  パラ メータ（Service Parameters）] ウ ィ ン ド ウで設定できる  Exchange の予定表パラ メー
タには、他にも  3 つあ り ます。

• [Exchange タ イムアウ ト （秒）（Exchange Timeout (seconds)）]：Exchange サーバに対する リ ク
エス ト がタ イムアウ トするまでの秒単位の時間。

• [Exchange キュー（Exchange Queue）]： リ クエス ト  キューの長さ。

• [Exchange スレ ッ ド（Exchange Threads）]：Exchange リ クエス ト にサービスを提供するため
に使用されるスレ ッ ドの数。

注意 これらのパラ メータのデフォルト設定を変更しないこ とをお勧めします。変更する と、Exchange の
統合に悪影響が及ぶ可能性があり ます。サポートについては、Cisco Technical Assistance Center（TAC）
にお問い合わせください。
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C H A P T E R 7

Exchange 予定表統合のト ラブルシュー
ティング

• Exchange サーバの接続ステータスに関する ト ラブルシューティ ング（67 ページ）

• SSL 接続と証明書のステータスの ト ラブルシューテ ィ ング（68 ページ）

• Microsoft Exchange の統合に影響する こ とが確認されている問題（73 ページ）

Exchange サーバの接続ステータスに関する ト ラブル
シューテ ィング

WebDAV または Exchange Web サービス（EWS）によ る予定表の統合を行う ために Exchange プレ
ゼンス  ゲート ウェイを設定後、Exchange サーバ接続のステータスが [Cisco Unified CM IM and 
Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ウ ィ ンド ウに表示されます（[プ
レゼンス（Presence）] > [ゲート ウェイ（Gateways）] を選択）。[プレゼンス  ゲート ウェイ設定（Presence 
Gateway Configuration）] ウ ィ ン ド ウの [Exchange サーバ ステータス（Exchange Server Status）] 領
域には、IM and Presence サービス と  Exchange サーバ間の接続に関するステータスがレポート さ
れます。

（注） 1 台以上の EWS サーバを追加、更新、または削除できます（上限はあ り ません）。ただし、[プレゼン
ス  ゲート ウェイ設定（Presence Gateway Configuration）] ウ ィンド ウの [Exchange サーバ ステータス
（Exchange Server Status）] 領域は、設定した 初の 10 台までの EWS サーバのステータスのみを検
証し、レポートするよ うに作成されています。
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Exchange 予定表統合のト ラブルシューテ ィ ング

  SSL 接続と証明書のステータスのト ラブルシューテ ィング
SSL 接続と証明書のステータスのトラブルシューティング
WebDAV または Exchange Web サービス（EWS）によ る予定表の統合を行う ために Exchange プレ
ゼンス  ゲート ウェイを設定する と、SSL 接続/証明書の確認ステータスが [Cisco Unified CM IM 
and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ウ ィ ン ド ウに表示されま
す（[プレゼンス（Presence）] > [ゲート ウェ イ（Gateways）] を選択）。[プレゼンス  ゲート ウェ イ設定
（Presence Gateway Configuration）] ウ ィ ン ド ウの [Exchange サーバ ステータス（Exchange Server 
Status）] 領域には、証明書のサブジェ ク ト  CN の不一致または SAN の不一致があるかど うかが示
されます。

（注） 1 台以上の EWS サーバを追加、更新、または削除できます（上限はあ り ません）。ただし、[プレゼン
ス  ゲート ウェイ（Presence Gateway）] ウ ィ ンド ウの [ ト ラブルシュータ（Troubleshooter）] は、設定し
た 初の 10 台までの EWS サーバのステータスのみを検証し、レポートするよ うに作成されてい
ます。

テス ト ステータスの説明と推奨される処置

Exchange の到達可能性
（ping 可能）

IM and Presence サービスは Exchange サーバに正常に到達（ping）
できました。

Exchange の到達可能性
（到達不可能）

IM and Presence サービス  は Exchange サーバに ping を送信できま
せんでした。フ ィールド値が誤っているか、またはお客様のネッ ト
ワークに何らかの問題（ケーブル接続など）があるため、サーバが
到達不可になっている と考えられます。

これを解決するには、ネッ ト ワークを介して  Exchange サーバに到
達できるよ うに [プレゼンス  ゲート ウェイ（Presence Gateway）] 
フ ィールドに適切な値（FQDN または IP アドレス）が設定されてい
るこ とを確認します。UI では、[プレゼンス  ゲート ウェイ（Presence 
Gateway）] フ ィールド値を件名 CN 値にする必要はあ り ません。

Exchange サーバとの接続に問題がある場合は、[Cisco Unified CM IM 
and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] 
の [システム  ト ラブルシュータ（System Troubleshooter）] も参照の
う え、推奨される解決策を実行して ください。[診断（Diagnostics）] > 
[システム ト ラブルシュータ（System Troubleshooter）] を選択します。
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Exchange 予定表統合のト ラブルシューテ ィ ング

  SSL 接続と証明書のステータスのト ラブルシューテ ィ ング
テス ト ステータスの説明と推奨される処置

SSL接続/証明書の
確認 - 確認済み

Exchange サーバとの SSL 接続が IM and Presence サービスによって
確認されました。[表示（View）] をク リ ッ ク して、証明書の詳細を表示
します。

SSL接続/証明書の確
認に失敗 - 証明書が
チェーンに見つから
ない
（注） この手順では、

カスタマイズさ
れた証明書のイ
ンポート  ツー
ルのビューにつ
いて説明しま
す。接続のス
テータスを確認
するだけの場合
は、ツールには
確認済みのス
テータスが示さ
れますが、その
場合は [保存
（Save）] するこ と
はできません。

Exchange サーバとのセキュアな接続を確立するために IM and Presence 
サービスで必要な 1 つ以上の証明書が欠落しています。証明書ビュー
アを使用する と、欠落している証明書の詳細を表示できます。

欠落している証明書を表示するには、証明書ビューアを使用して次
の手順を実行します。

1 [設定（Configure）] を選択して証明書ビューアを開きます。

2 [証明書チェーンを受け入れ（Accept Certificate Chain）] チェ ッ ク
ボッ ク スをオンにします。

3 [保存（Save）] をク リ ッ ク します。

4 証明書チェーンの詳細が表示されます。ステータスが [見つかり
ません（Missing）] になっている証明書を書き留めておきます。

5 証明書ビューアを閉じます。

証明書チェーンを完成させるには、次の手順を実行します。

1 欠落している証明書ファ イルを  Exchange サーバからダウンロー
ド します。

2 IM and Presence サービスを管理する目的に使用しているコン
ピュータに欠落している証明書ファ イルをコピーまたは FTP 転
送します。

3 [Cisco Unified IM and Presence OS の管理（Cisco Unified IM and 
Presence OS Administration）] を使用して、欠落している必要な証
明書をアップロード します。
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Exchange 予定表統合のト ラブルシューテ ィ ング

  SSL 接続と証明書のステータスのト ラブルシューテ ィング
ト ラブルシューティ ングのヒ ン ト

• 証明書ビューアに証明書が表示されない場合は、欠落している
証明書を  Exchange サーバから手動でダウンロード してインス
トールし、[Cisco Unified IM and Presence OS の管理（Cisco 
Unified IM and Presence OS Administration）] で次のよ うにアップ
ロードする必要があ り ます。

◦ [Cisco Unified IM and Presence OS の管理（Cisco Unified IM 
and Presence OS Administration）] とユーザ インターフェイ
スにログインし、証明書をアップロード して証明書チェー
ンを完成させます。

◦ [Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM 
IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイス
下の [プレゼンス  ゲート ウェイ設定（Presence Gateway 
Configuration）] ウ ィ ン ド ウに戻り、証明書ビューアを再度
開き、証明書チェーン内のすべての証明書のステータスが 
[確認済み（Verified）] になっている こ と を確認します。

• Exchange の信頼証明書をアップロード後、Cisco Presence Engine 
を再起動する必要があ り ます。

• [Cisco Unified IM and Presence のサービスアビ リ テ ィ（Cisco 
Unified IM and Presence Serviceability）] ユーザ インターフェイ
スにログインします。

• [ツール（Tools）] > [サービス  アクテ ィベーシ ョ ン（Service 
Activation）] を選択します。これによって予定表の接続が影響を
受ける可能性がある こ とに注意して ください。

• [設定（Configure）] または [表示（View）] を選択して証明書
チェーン  ビューアを開き、証明書チェーンの詳細を確認します。
IM and Presence サービスが Exchange サーバからダウンロード
した証明書チェーンに問題（前述したよ うに証明書が欠落して
いるなど）がある場合は、[設定（Configure）] ボタンが表示されま
す。証明書チェーンをインポート し、確認する と、[SSL 接続/証明
書の確認（SSL Connection / Certificate Verification）] ステータス
が [確認済み（Verified）] に更新され、[設定（Configure）] ボタンの
代わりに [表示（View）] ボタンが表示されます。

テス ト ステータスの説明と推奨される処置
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Exchange 予定表統合のト ラブルシューテ ィ ング

  SSL 接続と証明書のステータスのト ラブルシューテ ィ ング
SSL接続/証明書の確認
失敗 - 件名 CN が一致
しない

[プレゼンス  ゲート ウェイ（Presence Gateways）] フ ィールドの値は、必
ず証明書チェーン内の リーフ証明書の件名 CN 値と一致している必
要があ り ます。これは、[プレゼンス  ゲート ウェイ（Presence Gateways）] 
フ ィールドに正しい値を入力する こ とで解決できます。

[プレゼンス  ゲー ト ウェイ（Presence Gateways）] フ ィールドの値が正
しいこ と を次の手順で確認して ください。

1 [プレゼンス  ゲート ウェイ（Presence Gateway）] フ ィールドに正し
い件名 CN 値を再入力します。IM and Presence サービスでは、[プ
レゼンス  ゲート ウェイ（Presence Gateway）] フ ィールドの値を使
用して、サーバに ping を送信します。入力したホス ト （FQDN また
は IP アド レス）は、IIS 証明書のサブジェ ク ト の CN と完全に一致
している必要があ り ます。

2 [保存（Save）] をク リ ッ ク します。

ヒン ト [設定（Configure）] または [表示（View）] を選択して証明書
チェーン  ビューアを開き、証明書チェーンの詳細を確認し
ます。Exchange サーバからダウンロード された証明書
チェーンに問題（前述したよ うに証明書が欠落しているな
ど）がある場合は、[設定（Configure）] ボタンが表示されま
す。証明書チェーンをインポート し、確認する と、[SSL 接続/
証明書の確認（SSL Connection / Certificate Verification）] ス
テータスが [確認済み（Verified）] に更新され、[設定
（Configure）] ボタンの代わりに [表示（View）] ボタンが表示
されます。

テス ト ステータスの説明と推奨される処置
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Exchange 予定表統合のト ラブルシューテ ィ ング

  SSL 接続と証明書のステータスのト ラブルシューテ ィング
SSL接続/証明書の
確認失敗 - SAN が
一致しない

[プレゼンス  ゲー ト ウェイ（Presence Gateway）] フ ィールド値は、証明
書チェーンの リーフ証明書のサブジェ ク ト の別名（SAN）値のいずれ
かと一致する必要があ り ます。これは、[プレゼンス  ゲー ト ウェイ
（Presence Gateways）] フ ィールドに正しい値を入力する こ とで解決で
きます。

[プレゼンス  ゲー ト ウェイ（Presence Gateways）] フ ィールドの値が正
しいこ と を次の手順で確認して ください。

1 [プレゼンス  ゲート ウェイ（Presence Gateway）] フ ィールドに正し
い SAN 値を再入力します。IM and Presence サービスでは、[プレゼ
ンス  ゲート ウェイ（Presence Gateway）] フ ィールドの値を使用し
て、サーバに ping を送信します。入力したホス ト （FQDN または 
IP アド レス）は、証明書のサブジェ ク ト の別名のいずれかのエン
ト リ と完全に一致する必要があ り ます。

2 [保存（Save）] をク リ ッ ク します。

ヒン ト [設定（Configure）] または [表示（View）] を選択して証明書
チェーン  ビューアを開き、証明書チェーンの詳細を確認し
ます。Exchange サーバからダウンロード された証明書
チェーンに問題（前述したよ うに証明書が欠落しているな
ど）がある場合は、[設定（Configure）] ボタンが表示されま
す。証明書チェーンをインポート し、確認する と、[SSL 接続/
証明書の確認（SSL Connection / Certificate Verification）] ス
テータスが [確認済み（Verified）] に更新され、[設定
（Configure）] ボタンの代わりに [表示（View）] ボタンが表示
されます。

SSL接続/証明書の確認
失敗 - 不正な証明書

証明書に不正な情報が含まれているため、その証明書が無効になっ
ています。

通常、この問題は、証明書が必要な件名 CN と一致している ものの公
開キーとは一致していない場合に発生します。これは、Exchange サー
バが証明書を再生成したが、IM and Presence サービス  ノードに古い
証明書が保持されたままの場合に見られる現象です。

これを解決するには、次の操作を実行します。

• ログを選択して、このエラーの原因を特定します。

• エラーの原因が不正な署名である場合は、古い証明書を  [Cisco 
Unified IM and Presence OS の管理（Cisco Unified IM and Presence 
OS Administration）] の [IM and Presence サービス（IM and 
Presence Service）] から削除し、新しい証明書を  [Cisco Unified IM 
and Presence OS の管理（Cisco Unified IM and Presence OS 
Administration）] にアップロード します。

• このエラーの原因がサポート されていないアルゴ リ ズムの場合
は、サポート されているアルゴ リズムを含む新しい証明書を  
[Cisco Unified IM and Presence OS の管理（Cisco Unified IM and 
Presence OS Administration）] にアップロードする必要があ り ます。

テス ト ステータスの説明と推奨される処置
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Exchange 予定表統合のト ラブルシューテ ィ ング

  Microsoft Exchange の統合に影響することが確認されている問題
Microsoft Exchange の統合に影響することが確認されて
いる問題

こ こでは、Microsoft Exchange サーバ 2003、2007、および 2010 に共通または固有の既知の問題に
ついて説明します。

予定表の統合に関する規模の上限

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス  と  Exchange の予定表の統合は、
予定表プレゼンスを購読するユーザの 大 X% と予定表の同時移行（会議への同時出席または
同時退席など）を行うユーザの 大 Y% について検証されています。特定の Cisco Unified Presence 
の リ リースに関するパーセンテージ値については、表 5： 特定の Cisco Unified Presence リ リース
の規模の上限（73 ページ） を参照して ください。

（注） MCS-7825 プラ ッ ト フォームの予定表の値は、Cisco Unified Presence リ リース  8.5(1) で指定された
値を超えてはな り ません。

SSL 接続/証明書の確
認に失敗：ネッ ト ワー
ク  エラー

応答なしによるタ イムアウ ト などのネッ ト ワーク上の問題が発生し
たために、IM and Presence サービスが SSL 接続を確認できません。

Exchange サーバへのネッ ト ワークの接続性を検証し、適切な IP アド
レス とポー ト番号で Exchange サーバに接続できる こ と を確認する こ
と を推奨します。

SSL接続/証明書の確認
失敗

不明確な原因または IM and Presence サービスが到達可能性テス ト を
実行できないこ とによ り、検証が失敗しました。

デバッグ ログ ファ イルを参照して詳細を確認するこ とを推奨します。

テス ト ステータスの説明と推奨される処置

表 5： 特定の Cisco Unified Presence リ リースの規模の上限

ソフ トウェア リ リース 予定表プレゼンスを購読す
るユーザの %

予定表の同時移行を実行するユーザ
の %

8.5(1) 50 30

8.5(2) 以降 100 50
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Exchange 予定表統合のト ラブルシューテ ィ ング

  Microsoft Exchange の統合に影響することが確認されている問題
ユーザが Microsoft Exchange サーバ間で移動すると、予定表ステータス
が更新されない

問題

Exchange 管理者が、Exchange 統合内の Exchange サーバ間でユーザを移動する と、そのユーザの
予定表ステータスの変更は更新されません。

原因

これは、ユーザがサーバ間を移動したと きに Exchange サーバが通知しないために起こ る現象
です。

ソリューシ ョ ン

IM and Presence サービスの管理者またはユーザは、Exchange 管理者がユーザを  Exchange サーバ
間で移動した後に、そのユーザの予定表統合を無効にしてから、も う一度有効にする必要があ り
ます。

LDAP ユーザの削除が IM and Presence サービスにレプリケート される
まで 24 時間以上かかる

問題

LDAP からユーザを削除する と、そのユーザのステータス変更が Cisco Unified Communications 
Manager で非アクテ ィブとな り、それ以降、ク ラ イアン ト  アプ リ ケーシ ョ ンでのユーザ認証は失
敗します。ただし、Cisco Unified Communications Manager が LDAP からの変更を同期する と、（同
期を強制した管理者または特定の時間に発生するよ うにスケジュールした管理者によって）同
期後 24 時間はユーザは削除されないこ とがテス ト によって確認されています。

IM and Presence サービスの Cisco Sync Agent は、ユーザが削除されるまでユーザのステータス変
更を同期しません。それまで、ユーザは Cisco Unified Communications Manager 上に存在し続け、
すべての IM and Presence サービス機能（Exchange 予定表購読を含む）のラ イセンスは 24 時間そ
のユーザに与えられたままにな り ます。このよ う な遅延が生じる とい う こ とは、LDAP から削除
される前に Cisco Jabber にログインしていたユーザは、自動的にログアウ ト されないこ とを意味
します。ユーザの既存の予定表ステータス（利用可能、ビジー）は、ユーザがク ラ イアン ト から ロ
グアウ トするまで IM and Presence サービスのそのユーザに保持されます。

原因

これは、Cisco Unified Communications Manager が設定され、LDAP 認証が使用される場合に見ら
れる現象です。ユーザが LDAP から削除される と、そのユーザの予定表購読は少な く と も  24 時
間は IM and Presence サービス上に設定されたままの状態で更新されます。

ソリューシ ョ ン

ユーザが LDAP から削除される と、IM and Presence サービスが Exchange の予定表購読をただち
に終了し、ユーザをク ラ イアン ト  アプ リ ケーシ ョ ンから ログアウ ト できるよ う 、そのユーザのラ
イセンスを手動で削除する こ とができます。手動で削除しなければ、24 時間の遅延が生じる こ と
があ り ます。
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Exchange 予定表統合のト ラブルシューテ ィ ング

  Microsoft Exchange の統合に影響することが確認されている問題
WebDAV の予定表統合によるローカライズの警告

問題

Cisco Unified Communications Manager に別の言語/ロケールがインス トールされているが、ユー
ザの Exchange メールボッ クスに対してデフォル ト の言語（英語）を設定した場合、Exchange サー
バはデフォル ト の予定表名を保持し（英語）、そのユーザの言語/ロケールを変更する こ とができ
ません。予定表の購読について 404 エラーが返されます。

原因

これは、ローカラ イズされた Exchange 2003 および 2007 を  WebDAV 経由で統合する場合にのみ
見られる現象です。この問題は Exchange Web サービス（EWS）統合には影響しません。

ソリューシ ョ ン

• この問題の発生を防ぐには、Exchange の設定時に言語を正し く設定するこ とを推奨します。
Cisco Unified Communications Manager に適切な言語/ロケールをインス トールし、ユーザが
初にログインする と きに Exchange サーバで適切な言語/ロケールを選択して ください。

• ユーザの Exchange メールボッ ク スの言語を英語に設定し、Cisco Unified Communications 
Manager に別の言語/ロケールがインス トールされている場合は、そのユーザについて Cisco 
Unified Communications Manager の言語/ロケールを英語に戻す必要があ り ます。これを行うに
は、多言語の予定表と統合する場合のユーザ ロケールの設定を参照してください。

Microsoft Exchange Server URL にカレンダーの訳語が含まれているかど
うかの確認

予定表の統合をローカラ イズする場合は、Exchange サーバの URL に Calendar の訳語が含まれて
いる こ と を確認して ください。

手順

ステップ 1 IM and Presence サービス と  Cisco Unified Communications Manager に同じ言語ロケールをインス
トールします（ロケール インス トーラを読み込む）。IM and Presence サービスにロケールをイン
ス トールする方法については、「（任意）予定表と統合する場合の多言語サポート の設定（60 ペー
ジ）」を参照して ください。

ステップ 2 IM and Presence サービス  ノードを再起動し、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco 
Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイスにログインします。

ステップ 3 予定表について別のロケールをサポート している既存の Exchange プレゼンス  ゲー ト ウェイを
検索し、削除します（[プレゼンス（Presence）] > [ゲート ウェイ（Gateways）] を選択）。

ステップ 4 新しい Exchange プレゼンス（Outlook）ゲー ト ウェイを追加します。[新規追加（Add New）]をク
リ ッ ク します。

ステップ 5 データベース（pebackendgateway テーブル）で、インス トールした言語ロケールに 
'localecalendarname' 属性が含まれている こ と を確認します。

ステップ 6 IM and Presence サービスの両方にロケールをインス トール後、ユーザ ロケールを設定します。必
要に応じて、Cisco Unified Communications Manager のユーザ ロケールを切り替えます。
75
Cisco Unified Communications Manager リ リース 10.0(1) 上の IM and Presence サービス向け Microsoft Exchange

 OL-30780-01-J



Exchange 予定表統合のト ラブルシューテ ィ ング

  Microsoft Exchange の統合に影響することが確認されている問題
Microsoft HotFix KB841561 の適用

この問題は Microsoft Exchange 2003 でのみ発生します。Exchange 2003 で問題が発生し、「500 内
部サーバ エラー（500 Internal Server Error）」が表示された場合は、Microsoft HotFix KB841561 を
適用して ください。

手順

ステップ 1 Windows Server 2003 および Exchange 2003 の SP2 をアンインス トールします。

ステップ 2 Windows Server 2003 および Exchange 2003 の SP1 をインス トールします。

ステップ 3 KB841561 を  
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=050be883-11fc-4045-b988-c737e79c65d
0&displaylang=en からダウンロード してインス トールします。

ステップ 4 Windows Server 2003 および Exchange 2003 の SP2 をインス トールします。

Microsoft Exchange 2007 からの「HTTP 503 サービス利用不可（HTTP 503 
Service Unavailable）」エラーの解決

（注） この問題は Exchange 2007 でのみ発生します。

問題

Exchange 2007 以降においては、Outlook Web Access（OWA）の URL が /exchange から  /owa に変
更されています。これは、OWA が Exchange 2007 メールボッ ク ス  サーバ上のメールボッ ク スにア
クセスする と きに使用する仮想ディレク ト リです。と ころが、WebDAV 経由での Exchange 2007 との
統合では以前の URL が使用されているため、IM and Presence は SUSCRIBE 要求を常に /exchange 仮
想ディ レク ト リ に送信します。Exchange Server 2007（SP1）でのテス ト では、http://server/exchange 
を  http://server/owa に リ ダイレク トする と、Exchange 2007 のインターネッ ト  インフォ メーシ ョ
ン  サービス（IIS）マネージャ  コンソールにエラー（HTTP 503 サービス利用不可（HTTP 503 Service 
Unavailable））が表示される こ とが確認されました。

原因

この問題は、Exchange 2007 SP1 を使用していて、Exchange 仮想ディ レク ト リ のターゲッ ト  アド
レスを  Web メール用のデフォル ト  OWA ディ レ ク ト リ に リ ダイレ ク ト した場合に発生します。

ソリューシ ョ ン

「503 サービス利用不可（503 Service Unavailable）」エラー メ ッセージが表示された場合は、次の
手順を実行して ください。
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Exchange 予定表統合のト ラブルシューテ ィ ング

  Microsoft Exchange の統合に影響することが確認されている問題
手順

ステップ 1 [管理ツール（Administrative Tools）] から  [インターネッ ト  インフォ メーシ ョ ン  サービス（Internet 
Information Services）] を開きます。

ステップ 2 IIS の Exchange 仮想ディ レク ト リ を削除します。

ステップ 3 警告を確認し、推奨されているコマン ド レ ッ ト を  Exchange 管理シェル（EMS）で実行します。

ステップ 4 このコマン ド レ ッ ト を  EMS で実行する こ とによ り、Exchange 仮想ディ レク ト リ が正し く設定さ
れている こ と を確認し、ディ レ ク ト リ を再度 IIS に追加します。

SyntaxNew-OwaVirtualDirectory -name exchange -OWAVersion Exchange2003or2000

-VirtualDirectoryType mailboxes

ステップ 5 Exchange サーバによって仮想ディ レ ク ト リ が IIS に設定されるのを待ちます。

ステップ 6 IIS を再起動します。

ステップ 7 完全なターゲッ ト  アド レス（http://mail.contoso.com/exchange/user@contoso.com/calendar など）を
使用して、http://server/exchange/user_email_address/calendar をテス ト します。

ステップ 8 ユーザ名とパスワードの入力を求める メ ッセージが表示される こ と を確認します。これは、
WebDAV が有効であ り、仮想ディ レ ク ト リ に正し く設定されている こ と を示します。Active 
Directory のクレデンシャルを入力します。

ステップ 9 IM and Presence サービスに対して表示される  IIS ログを確認します。
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Exchange 予定表統合のト ラブルシューテ ィ ング

  Microsoft Exchange の統合に影響することが確認されている問題
ステップ 10 ログに 401 認証の問題が報告されている場合は、アクセスを認証する ド メ インを追加します。

ステップ 11 IIS を再起動します。

ステップ 12 [Cisco Unified CM IM and Presence のサービスアビ リ テ ィ（Cisco Unified IM and Presence 
Serviceability）] ユーザ インターフェイスにログインします。

ステップ 13 [ツール（Tools）] > [サービスのアクテ ィベーシ ョ ン（Service Activation）] の順に選択し、Cisco プ
レゼンス  エンジンを再起動します。

ステップ 14 再度 IIS ログを調べ、予定表に関して正しい SUBSCRIBE メ ッセージが含まれている こ と を確認
します。

ヒン ト この手順は、Microsoft Entourage 2008 を使用して電子メールを表示するために WebDAV 
を必要とする  Apple MAC ユーザも対象とな り ます。
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