
DCディレクトリーのパスワードを変更する方法 
  

目次

はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
表記法
DC Directory Manager のパスワードの設定
パスワードの変更
Wordwide Web Publishing Service の再起動
確認
トラブルシューティング
関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Data Connection（DC）Directory のパスワードを変更するために必要な
手順について説明します。 Directory Manager は、Cisco IP Telephony システム内の統合された
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）データベースのスーパーユーザ アカウントです
。 Cisco CallManager システムのデフォルトの DC Directory Manager のパスワードは、
ciscocisco です。 このドキュメントでは、デフォルトの DC Directory のパスワードを選択したパ
スワードに変更する方法について説明します。

注: Cisco CallManager 3.1 以降では、製品のインストールの開始時に新しいパスワードを指定で
きます。 Cisco CallManager 3.0(x) から CallManager 3.09 以降にアップグレードする場合、パス
ワードは ciscocisco のままであり、次の手順に従ってパスワードを変更する必要があります。 こ
れらの手順は、Cisco Call Manager バージョン 3.3 以前での使用に関して確認済みです。

前提条件

要件

DC Directory Manager のパスワードを変更するには、スーパーユーザのアカウント権限が必要で
す。 また、Cisco CallManager 管理者アプリケーションに精通している必要があります。

CallManager バージョン 3.2 以前を使用している場合は、DC Directory のスクリプトをダウンロ
ードするために、次の手順を実行します。

Cisco CallManager バージョン 3.2（登録ユーザ専用）の Web サイトから DCDScripts.1-0-
5.exe をダウンロードします。

1.

Cisco CallManager クラスタにあるすべてのノードと CRA/CRS アプリケーション サーバに2.

//tools.cisco.com/support/downloads/pub/Redirect.x?mdfid=278875240
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


DCDScripts.1-0-5.exe をコピーし、実行します。
プロンプトが出されたらデフォルト設定を使用し、[Unzip] をクリックします。3.

使用するコンポーネント

この文書は、Cisco CallManager 3.1(2c) を使用して開発およびテストされています。

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。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

DC Directory Manager のパスワードの設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報について記
載しています。 デフォルトの DC Directory のパスワードを選択したパスワードに置き換えるには
、次の手順を実行します。

パスワードの変更

パスワードを変更するには、次の手順を実行します。

Cisco CallManager から、[Start] > [Run] を選択し、CCMPWDChanger と入力して、Enter
キーを押します。Cisco CallManager 3.3.3 のみを実行すると、次のようなメッセージが表示

されます。

1.

[OK] をクリックして、次に進みます。[Cisco CallManager Password Changer] ダイアログ
ボックスが表示されます。

2.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


[Administrator Password] フィールドに現在のパスワードを入力し、[Next] をクリックしま
す。

3.

[User ID] フィールドに Directory Manager と入力します。4.
[New Password] フィールドにパスワードを入力し、[Confirm New Password] でパスワード
を確認します。

5.

[OK] をクリックします。Cisco CallManager 3.3.3 を実行すると、次のようなメッセージが6.



表示されます。

[OK] をクリックします。他のバージョンの Cisco CallManager を実行すると、次のような
メッセージが表示されます。

7.

[OK] をクリックします。注: クラスタ内のすべての CallManager サーバを再起動するよう指
示するメッセージが表示されても、サーバの再起動は必須ではありません。

8.

[Exit] をクリックして、アプリケーションを閉じます。このユーティリティは、すべてのレ
ジストリの変更を修正し、クラスタのすべての Cisco CallManager で新しいパスワードを同
期します。 クラスタの他の Cisco CallManager でこのユーティリティを実行する必要はあ
りません。 ただし、CRS、PA、CER などの他のアプリケーションを実行している場合、そ
れらのアプリケーションで新しいパスワードを設定する必要があります。

9.

Wordwide Web Publishing Service の再起動

パスワードの変更が正常に完了しました。 プロセスを完了するには、これらのサービスを停止し
て再起動する必要があります。

注: この手順は、クラスタ内のすべての Cisco CallManager 上で実行する必要があります。

コントロール パネルに移動し、[Administrative Tools] を選択して、次に [Services] をダブル
クリックします。[Services] ウィンドウが表示されます。

1.

[Worldwide Web Publishing Service] エントリを選択して [Stop] をクリックし、[Start] をク
リックします。

2.



[DC
Directory Server] エントリの [Status] 列が [Started] になっているはずです。

確認

Cisco CallManager DC Directory Manager のパスワードが正常に変更されたことを確認するには
、次の手順を実行します。

Cisco CallManager 管理ページに移動し、[User] > [Global Directory] を選択します。1.



[User Information] ウィンドウが表示されます。

[Search] をクリックします。次の図に示すように、システムで設定されたユーザを確認でき
た場合、設定は成功しています。

2.

トラブルシューティング

システムで設定されたユーザを確認できない場合、次の項目を確認します。

新しいパスワードがアクティブであることを確認するために、新しいパスワードで DC
Directory にログインします。

1.

Worldwide Web Publishing Service が再帰動し、再起動後に実行されていることを確認しま
す。

2.

関連情報
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