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概要

この資料にセルフプロビジョニング 機能 Unified Communications Manager （CUCM） （基づく
URL）を on Cisco 設定する方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Unified Communication Manager●

Voice over Internet Protocol（VoIP）●

電話 登録 プロセス。●

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報は基づいた on Cisco Unified Communications Manager 10.5 です

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

セルフプロビジョニングとは何か。



セルフプロビジョニングは Cisco の Unified Communications Manager （CUCM）の 10.x リリー
スで導入される機能です。 それは電話導入プロセスを簡素化する機能性のプラグ アンド プレイ
型を提供します。 自動登録、テンプレートおよびプロファイル設定を使用する、IVR サービスと
共に、CUCM 管理者に最小 upfront 配置する機能が設定の電話をあります。

注: セルフプロビジョニングは自動登録されした電話のためにだけはたらきます。

設定

作成して下さいユニバーサル デバイス テンプレート（UDT）を1.
ステップ 1.ユーザマネージメント > ユーザの電話へのナビゲートは > ユニバーサル デバイス テ
ンプレート追加し、新しいテンプレートを追加します。

ステップ 2.、新しい UDT に奪取 すると電話が期待すること設定を適用して下さい自動登録の後
で（デバイス プール/一口プロファイル/デバイスセキュリティ プロファイル/Phone ボタン テン
プレート）

ステップ 3.イメージに示すように URL に CUCM を、提供している自己を追加して下さい。



注: URL 形式を提供している自己は、https:// <callManager>/cucm-uds/private/selfProvision
あります

2. ユニバーサル LineTemplate を作成して下さい（ULT）

ステップ 1.ユーザマネージメント >> ユーザ/電話へのナビゲートは >> ユーザライン テンプレー
ト追加します。

ステップ 2.自動登録の後で電話で期待されるルート パーティションをおよび CSS を追加して下
さい。



ステップ 3 このユニバーサル デバイス テンプレートおよびユニバーサル行テンプレートは自動
登録と自動登録されした場合電話が設定を奪取できるようにリンクする必要があります。

3. テンプレートを自動登録設定のための CUCM ノードに追加し、System > Cisco によって統一
される CM にイメージに示すように、ナビゲート して下さい。

4. 自己 プロビジョニングのための新規 ユーザ プロファイルを追加して下さい。



ステップ 1.イメージに示すようにユーザマネージメント > ユーザ設定 > ユーザ プロファイルに
、ナビゲート して下さい。

ステップ 2.ユーザ デバイス テンプレートを、ユーザライン テンプレート追加し、自身の Phone
チェックボックスを提供するために割り当てエンドユーザをチェックして下さい。

注: これらは設定ユーザが自己プロビジョニングするを自身の拡張機能が付いているデバイ
ス試みるとき適用します。

注: またデバイスの数のためのユーザへの最大限を設定できますそのあとで自己 プロビジョ
ニングはユーザ向けにはたらきません。
例えば: 10 へのスクリーン ショットの上の最大限が設定 されるのでユーザが 9 つのデバイ
スを既に割り当ててもらえば、ユーザは自己プロビジョニングする 1 つのただデバイスで
きます。

注: 自身の Phone チェックボックスを提供する割り当てエンドユーザがチェックを外されて



残っていれば。 セルフプロビジョニングはユーザ向けにはたらきません。

機能 グループ テンプレートを作成し、ユーザ プロファイルを割り当てて下さい。 ユーザマ
ネージメント > ユーザ/電話へのナビゲートは > 機能 グループ テンプレート追加し、『Add
New』 をクリック します。

5.

 6. Add ページ速いユーザ/電話からのユーザを作成し機能 グループ テンプレートを追加して下さ
い。 

ステップ 1.ユーザマネージメント > ユーザの電話へのナビゲートはイメージに示すように > 速く
/Phone が追加するユーザ、追加します。



ステップ 2.アクセスコントロール 団体会員の下で標準 CCM エンドユーザを追加して下さい。

ステップ 3. Extension フィールドの拡張をユーザに追加して下さい、処理の下でフィールドを有
効に するためにアイコンを『+』 をクリック して下さい。



ステップ 3 新しい拡張が作成されるべきなら新しい DN を『New』 をクリック し、追加して下
さい。 （1）画像のオプションに示すように。 既に CUCM で存在 する 拡張はイメージのオプシ
ョン 2 でここに示されているドロップダウンメニューから選択しますそれをユーザに割り当てら
れるべきで。

注: ユーザが作成されれば、それはセルフサービス ユーザ ID としてプライマリ ラインをデ
フォルトで奪取 します。

7. エンドユーザがプライマリ 拡張、セルフサービス ユーザ ID、ユーザ プロファイルおよび標準
CCM エンドユーザ ロールを受け取ったことを確認して下さい。  ユーザマネージメント > エンド
ユーザにナビゲート し、イメージに示すように新しく作成されたユーザに、アクセスして下さい



。



注: ユーザはプライマリ 拡張およびセルフサービス ユーザ ID が、セルフプロビジョニング
のための標準 CCM エンドユーザ ロール、機能するなければなりません。

8. セルフプロビジョニング サービスはシステム レベルでセキュア モードを使用するために設定
し、パスワードは設定 することができます。

PIN を自己 プロビジョニングを使用するように要求しないこの機能が認証によって必要とされる
モードに非設定 されます。 ユーザマネージメント > セルフプロビジョニングへのナビゲート

注: ステップ 8 が設定されなくても、セルフプロビジョニングはまだ必要な認証で値を『
DEFAULT』 を選択 しないように、はたらきます。

セルフプロビジョニングと関連付けられるサービス

Cisco Call Manager●

     このサービスは電話登録と関連付けられ、登録が試みられるノードで有効に なる必要があり
ます。



Cisco User Data Services●

     このサービスはデフォルトで有効に なり、無効に なることができません。

     このサービスは Cisco Unified サービサビリティのネットワークサービス ページの CM サービ
スの下で見つけることができます。

電話のエンドユーザ体験

1秒のタイムアウトの後で、電話は Login ウィンドウをプロンプト表示するアイドルURL に
アクセスします。

1.

  2. ユーザはユーザ ID および PIN （ないパスワード）を入力します。



   3. ユーザは提供される数およびログイン成功画面を示されています、ユーザに追加されたプラ
イマリ ラインである。



の後で『Device』 をクリック されます行き、再度ブートするのためにテンプレートで規定 され
る設定とユーザと関連付けられるプライマリ ラインを都合します続けて下さい。

トラブルシューティング

ここでは、電話機クライアントによって返されるいくつかの一般的なエラー メッセージを示しま
す。

エラー コード ソリューション/原因

SELFPROV_NOT_ALLOWED セルフプロビジョニング チェックボックスがユーザのユーザ プ
ロファイル チェックインされるかどうか確認して下さい。

SELFPROV_DEVICE_LIMIT ユーザの所有デバイスがすでに上限に達しています。
INVALID_DEVICE_MODEL 指定されたデバイス モデルが無効です。
MODEL_PHONETEMPELATE_NOT_FOUND 必要な UDT が設定されていません。

集められるべきログ

     更に UDS （ユーザのデータ サービス）を解決するために、「Cisco ユーザのデータ サービス
」を記録 します RTMT から集めて下さい。

     ファイル名は形式 cucm-uds####.log です。  （#数を表します。）

     トレースは水平な情報にデフォルトで設定 されます。

     最大ファイルサイズはデフォルトで 1 MB です。 保存されたファイルの最大数は 250 にデフ
ォルトで設定されます。



注: 最大ファイルのいいえか Trace Configuration ウィンドウの最大ファイルサイズ設定を変
更するとき、システムは現用 ファイルを除いてサービスが動作する場合、すべてのサービ
ス ログ ファイルを、すなわち削除します。
サービスがアクティブにならない場合、システムはサービスをアクティブにする直後にファ
イルを削除します。

UDS ログおよびソリューションで見られるよくある エラー:

既知の障害

     CSCuq00358●

     CSCve52657●

     CSCun77515●

     CSCun13382●

関連情報

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuq00358
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve52657
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCun77515
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCun13382
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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