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ユーザの管理について
GUIを使用してユーザを個別に追加することも、コンマ区切りまたはタブ区切り（CSV）ファ
イルに保存されているユーザアカウントをインポートすることもできます。カンマ区切りファ

イルまたはタブ区切りファイルの作成（2ページ）を参照してください。

システムは、アクティブと非アクティブ両方のユーザアカウントの合計で、最大 40万のユー
ザアカウントの有効期間に対応しています。（この有効期間のユーザアカウントの最大数は、

任意の組織のユーザデータベースに予想される増加量に対応するのに十分な大きさです）。
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ユーザアカウントを追加、削除、または非アクティブ化することができます。非アクティブ化

されたユーザは、必要に応じて再度アクティブ化できます。再アクティブ化されたユーザアカ

ウントは、そのユーザが非アクティブ化する前にアクセスしていたミーティング、録音、その

他のデータに再度アクセスします。

ユーザの削除後

•ユーザがホストする今後のミーティングはすべて取り消されます。ミーティング参加者に
は、ミーティングのキャンセルが電子メールで通知されます。

•ユーザは、今後のミーティング参加者リストから削除されます。ホストには、リストから
参加者が削除されたことは通知されません。

•ユーザがホストライセンスを持っている場合、ライセンスはライセンスプールに返され
ます。後で新しいプロファイルを作成してユーザを復元した場合、そのユーザは新しいラ

イセンスを取得してミーティングを主催する必要があります。

•ユーザは、そのユーザが削除されてから6ヵ月以内に同じ電子メールアドレスを使用して
新しいユーザプロファイルを作成し、復元することができますが、ホストしたミーティン

グへのアクセスや今後のミーティングへの参加は復元されません。復元したユーザは、録

音にアクセスできます。

• 6ヵ月が過ぎてから削除されたユーザを復元すると、そのユーザは新規ユーザと見なされ、
そのユーザに関するすべての情報を再入力する必要があります。

ユーザアカウントは、ユーザの電子メールアドレスに基づいています。ユーザの電子メールア

ドレスがシステム外部で変更された場合、ユーザは、電子メールアドレスが調整されるまで、

システムを使用できない場合があります。

システムへの不正なサインインを回避するために、組織から脱退するすべてのユーザを非アク

ティブ化します。ユーザは次の方法で非アクティブ化できます。

•システムが統合されたSSOを使用していない場合、GUIを使用するか、または非アクティ
ブにするすべてのユーザに対してアクティブなフィールドを Nに設定した CSVファイル
をインポートすることによって、ユーザを個別に非アクティブ化することができます。詳

細については、ユーザまたは管理者のアクティブ化または非アクティブ化（30ページ）
を参照してください。

•システムが統合 SSOを使用している場合は、SAML 2.0 IdPの社内ディレクトリから該当
するユーザを削除することによって、そのユーザを非アクティブ化する必要があります。

この手順は、この製品を使用して実行することはできません。

•指定した期間の後にユーザを非アクティブ化にするには、パスワードの設定機能を使用し
ます。詳細については、パスワード全般設定を参照してください。

カンマ区切りファイルまたはタブ区切りファイルの作成
システムは、カンマ区切りまたはタブ区切り (CSV)ファイルに含まれるユーザアカウント値を
インポートおよびエクスポートできます。(Microsoft Excelなどのスプレッドシートアプリケー
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ションを使用して、CSVファイルを管理できます)。インポートしたCSVファイル内のアカウ
ントが存在しない場合は、アカウントが追加されます。アカウントが存在する場合、インポー

トされた CSVアカウント値によって現在の値が置き換えられます。

システムは、変更してシステムまたは新しいシステムに再インポートできるユーザアカウント

値を含む CSVファイルをエクスポートできます。

CSVファイルを正常にインポートするには、次の条件を満たす必要があります。

•テーブルにリストされているすべてのフィールドが必要です。CSVファイルをインポート
する前に、現在のデータベースを CSVファイルにエクスポートして、ファイルの構造を
確認することをお勧めします。フィールドが欠落している場合は、エラーメッセージが表

示されます。たとえば、

Custom10

•特に指定されていない限り、フィールドの値は空にすることができます。

• CSVファイル内の有効な文字は、UCS変換形式 (8ビット (UTF-8))に含まれる文字に制限
されています。

•新しいユーザアカウントを追加するときに、[電子メール (email )]フィールドに別のユー
ザアカウントで使用されていない電子メールアドレスが含まれている場合は、[ UserId ]
フィールドを空白にすることができます。電子メールアドレスが別のユーザアカウントの

電子メールアドレスと一致する場合、CSVファイル内のユーザアカウントは追加されませ
ん。

•ユーザアカウントを編集する場合は、UserIdが既存のユーザアカウントと一致している必
要があります。ユーザアカウントと一致しない場合、現在の値はいずれも CSV値に変更
されません。

•最大10個のトラッキングコードグループを定義できます。トラッキングコードグループ名
は一意である必要があります。トラッキングコードには、事前定義されたフィールド名

(USERID、ACTIVE、FIRSTNAME、LASTNAME、EMAIL、LANGUAGE、
HOSTPRIVILEGE、TIMEZONEなど)を使用しないでください。

• CWMSバージョン2.7をインストールした後、またはアクセサリデバイスでユーザの電子
メールを変更した後は、ユーザを Cisco communications Call Manager (CUCM)と同期して
CWMSデータベースを更新する必要があります。これは、2.7に更新する前にディレクト
リ統合 (ユーザとCUCMの同期)を使用するCu更新に対してのみ必須です。また、完全同
期が必要です (通常の同期だけではありません)。
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表 1 :フィールド名、説明、および許容される値

サイズと値の型説明フィールド名

1～ 19の英数字ユーザ ID。

このフィールドはシ

ステムによって生成

され、空白のままに

する必要がありま

す。

重要

USERID

はいまたはいいえこのユーザがアクティブであ

るかどうかを示します。

ACTIVE

1 ~ 32文字の文字列ユーザの名前（名）。FIRSTNAME

1 ~ 32文字の文字列ユーザの名前（姓）。LASTNAME

1 ~ 192文字の英数字文字列ユーザの電子メールアドレスEMAIL

1～ 64文字の文字列。ユーザの言語。（CSVファイ
ルフィールドの値（7ペー
ジ）を参照）。

LANGUAGE

管理の nまたはホスト

インポートファイルで値が指

定されていない場合、システ

ムはデフォルトのユーザアカ

ウントタイプを適用します。

(設定 > ユーザ管理 > デフォ
ルトのユーザアカウントタイ

プ)

ホスト特権。HOSTPRIVILEGE

タイムゾーン名ユーザが存在するタイムゾー

ン。（CSVファイルフィール
ドの値（7ページ）を参
照）。

タイムゾーン

1 ~ 128文字の文字列トラッキングコードグループ

1。このフィールドは、[トラッ
キングコード (Tracking code)]
ページで設定できます。（ト

ラッキングコードの設定（33
ページ）を参照）。

DIVISION
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サイズと値の型説明フィールド名

1 ~ 128文字の文字列トラッキングコードグループ

2。このフィールドは、[トラッ
キングコード (Tracking code)]
ページで設定できます。（ト

ラッキングコードの設定（33
ページ）を参照）。

DEPARTMENT

1 ~ 128文字の文字列トラッキングコードグループ

3。このフィールドは、[トラッ
キングコード (Tracking code)]
ページで設定できます。（ト

ラッキングコードの設定（33
ページ）を参照）。

PROJECT

1 ~ 128文字の文字列トラッキングコードグループ

4。このフィールドは、[トラッ
キングコード (Tracking code)]
ページで設定できます。（ト

ラッキングコードの設定（33
ページ）を参照）。

OTHER

1 ~ 128文字の文字列カスタムフィールド 5。（ト
ラッキングコードの設定（33
ページ）を参照）。

CUSTOM5

1～ 128文字の文字列。カスタムフィールド 6。CUSTOM6

1～ 128文字の文字列。カスタムフィールド7。CUSTOM7

1～ 128文字の文字列。カスタムフィールド8。CUSTOM8

1～ 128文字の文字列。カスタムフィールド9。CUSTOM9

1～ 128文字の文字列。カスタムフィールド 10。CUSTOM10

1～ 128文字の文字列。ユーザの国。COUNTRY
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サイズと値の型説明フィールド名

セッションタイプ idを表す整
数のカンマ区切りリスト。例:
3、10001、10011、10021、
10031。

ここで、3は PROセッション
タイプです。カスタムセッ

ションタイプの IDsは動的に
生成され、システムによって

異なります。現在のユーザを

エクスポートして、システム

でセッションタイプ idがどの
ように構成されているかを確

認できます。

セッションタイプの機能とオ

プション。（セッションタイ

プについて（25ページ）を
参照）。

会議権限

デフォルト: CLIN、CLIN、
VOIP

コールイン電話会議 (CLIN):参
加者は電話番号をコールして

電話会議に参加できます。

コールバック電話会議 (CLBK):
参加者は、Webexサービスか
ら電話会議に参加するための

コールを受信します。各参加

者は最初に電話番号をコール

し、電話を切ります。この

サービスは、参加者と会議へ

のリンクをコールします。

インターネット電話 (VOIP):
ユーザは、インターネット電

話 (voice over IP)会議を含む
セッションをホストできま

す。

カンマで区切られた文字列の

ダイヤルイン権限。

TELEPHONYPRIVILEGE

次のトピックでは、追加情報を提供します。

• CSVファイルへのすべてのユーザアカウントのエクスポート（18ページ）

• CSVファイルからのユーザアカウントのインポート（19ページ）

• CSVファイルを使用したシステム間でのユーザアカウントの転送（20ページ）

•トラッキングコードの設定（33ページ）
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CSVファイルフィールドの値

言語フィールド値

次に、CSVファイルで使用できる言語フィールド値の例を示します。

[言語（Language）]フィールド値

英語 (米国)en-us

中国語zh-cn

中国語（繁体字）zh-tw

日本語jp

韓国語ko

フランス語fr

ドイツ語de

イタリア語it

カステリョンスペイン語es-me

スペイン語（南米）@@@

オランダ語nl

ポルトガル語pt-br

ロシア語ru

タイムゾーンフィールドの値

次に、CSVファイルで設定できるタイムゾーンフィールドの値を示します。

GMTフィールド値

-12時間マーシャル諸島

-11時間サモア

-10時間ホノルル

-9時間アンカレッジ

-8時間サンフランシスコ

-8時間ティフアナ

ユーザの管理

7

ユーザの管理

CSVファイルフィールドの値



GMTフィールド値

-7時間アリゾナ

-7時間デンバー

-7時間チワワ

-6時間シカゴ

-6時間メキシコシティ

-6時間サスカチュワン

-6時間テグシガルパ

-5時間ボゴタ

-5時間パナマ

-5時間ニューヨーク

-5時間インディアナ

-4.5時間カラカス

-4時間サンチアゴ

-4時間ハリファックス

-3.5時間ニューファンドランド

-3時間ブラジリア

-3時間ブエノスアイレス

-3時間レシフェ

-3時間ヌーク

-2時間中部大西洋

-1時間アゾレス

0時間レイキャビク

0時間ロンドン

0時間カサブランカ

1時間西アフリカ

1時間アムステルダム
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GMTフィールド値

1時間ベルリン

1時間マドリッド

1時間パリ

1時間ローマ

1時間ストックホルム

2時間アテネ

2時間カイロ

2時間プレトリア

2時間ヘルシンキ

2時間テル・アビブ

2時間アンマン

2時間イスタンブール

3時間リヤド

3時間ナイロビ

3.5時間テヘラン

4時間モスクワ

4時間アブダビ

4時間バクー

4.5時間カブール

5時間イスラマバード

5.5時間ムンバイ

5.5時間コロンボ

6時間エカテリンブルグ

6時間アルマトイ

6.75時間カトマンズ

7時間バンコク
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GMTフィールド値

8時間北京

8時間パース

8時間シンガポール

8時間台北

8時間クアラルンプール

9時間東京

9時間ソウル

9.5時間アデレード

9.5時間ダーウィン

10時間ヤクーツク

10時間ブリズベン

10時間シドニー

10時間グアム

10時間ホバート

11時間ウラジオストク

11時間ソロモン諸島

12時間ウェリントン

12時間フィジー

国フィールド値

[国 (COUNTRY ) ]フィールドはオプションであり、含まれている場合は [タイムゾーン
(TIMEZONE)]フィールドに続きます。次に、CSVファイルで使用できる国フィールド値の例
を示します。

アフガニスタン

アルバニア

アルジェリア

米領サモア

アンドラ
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アンゴラ

アンギラ

南極

アンティグア（バーブーダを含む）

アルゼンチン

アルメニア

アルーバ

アセンション諸島

オーストラリア

オーストリア

アゼルバイジャン

バハマ

バーレーン

バングラデシュ

バルバドス

ベラルーシ

ベルギー

ベリーズ

ベナン

バミューダ諸島

ブータン

ボリビア

ボスニア-ヘルツェゴビナ

ボツワナ

ブラジル

英領ヴァージン諸島

ブルネイ

ブルガリア

ブルキナファソ

ブルンジ

カンボジア
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カメルーン

カナダ

カーボベルデ諸島

ケイマン諸島

中央アフリカ共和国

チャド共和国

チリ

中国

コロンビア

コモロ

クック諸島

コスタリカ

クロアチア

キューバ

キプロス

チェコ共和国

コンゴ民主共和国

デンマーク

ディエゴガルシア島

ジブチ

ドミニカ国

ドミニカ共和国

エクアドル

カイロ以外のエジプト

エルサルバドル

赤道ギニア

エリトリア

エストニア

エチオピア

フェロー諸島

フォークランド諸島
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フィジー諸島

フィンランド

フランス

フランス領（インド洋）

フランス領ギアナ

仏領ポリネシア

ガボン共和国

ガンビア

ジョージア

ドイツ

ガーナ

ジブラルタル

ギリシャ

グリーンランド

グレナダ

グアドループ島

グアンタナモ（米国の海軍ベース）

グアテマラ

ギニア

ギニアビサウ

ガイアナ

ハイチ

ホンジュラス

香港

ハンガリー

アイスランド

インド

インドネシア

イラン

イラク

アイルランド
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イスラエル

イタリア

コートジボワール

ジャマイカ

日本

ヨルダン

カザフスタン

ケニア

キリバス

北朝鮮

韓国

クウェート

キルギスタン

ラオス

ラトヴィア

レバノン

レソト

リベリア

リビア

リヒテンシュタイン

リトアニア

ルクセンブルグ

マカオ

マケドニア

マダガスカル

マラウイ

マレーシア

モルディヴ

マリ

マルタ

マーシャル諸島
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モーリタニア

モーリシャス

マヨット島

メキシコ

ミクロネシア

モルドバ

モナコ

モンゴル

モンテネグロ

モントセラト

モロッコ

モザンビーク

ミャンマー

ナミビア

ナウル

ネパール

オランダ

オランダ領アンティル諸島

ニューカレドニア

ニュージーランド

ニカラグア

ニジェール

ナイジェリア

ニウエ

ノーフォーク島

北マリアナ諸島

ノルウェー

オマーン

パキスタン

パラオ

パナマ
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パプアニューギニア

パラグアイ

ペルー

フィリピン

Poland

ポルトガル

プエルトリコ

カタール

コンゴ共和国

ルーマニア

ロシア

ルワンダ

サンマリノ

サントメ

サウジアラビア

セネガル共和国

セルビア

セイシェル諸島

シエラレオネ

シンガポール

スロバキア

スロベニア共和国

ソロモン諸島

ソマリア

南アフリカ共和国

スペイン

スリランカ

セントヘレナ

セントクリストファー・ネイビス

セントルシア

サンピエールミゲロン

セントビンセント
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スーダン

スリナム

スワジランド

スウェーデン

スイス

シリア

台湾

タジキスタン

タンザニア

タイ

トーゴ

トンガ諸島

トリニダード・トバゴ

チュニジア

トルコ

トルクメニスタン

タークス・カイコス諸島

ツバル

ウガンダ

ウクライナ

アラブ首長国連邦

英国

アメリカ合衆国

ウルグアイ

ウズベキスタン

バヌアツ

バチカン市国

ベネズエラ

ベトナム

ウォリス・フトゥーナ諸島

西サモア
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イエメン

ザンビア

ジンバブエ

CSVファイルへのすべてのユーザアカウントのエクスポー
ト

CSVファイルに選択したユーザをエクスポートできます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）] > [ユーザのインポート/エクスポート（Import/Export Users）]を選択します。

ステップ 3 [エクスポート（Export）]を選択します。

ユーザデータはCSVファイルとしてエクスポートされます。システムは、エクスポートされたファイルの
ダウンロードへのリンクを管理者に電子メールで送信します。ダウンロードしたcsvファイルのダウンロー
ドリンクがウィンドウに表示されます。

ステップ 4 ファイルをダウンロードするためのリンクを選択し、手順に従います。

CSVファイルへの選択したユーザアカウントのエクスポー
ト

CSVファイルに選択したユーザをエクスポートできます。CSVファイルへのすべてのユーザ
アカウントのエクスポート（18ページ）も参照してください。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）]を選択します。

ステップ 3 エクスポートするアクティブなユーザのチェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [アクション（Actions）] > [エクスポート（Export）]を選択してから、[OK]を選択して確認します。

ユーザの管理
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ユーザデータはCSVファイルとしてエクスポートされます。システムは、エクスポートされたファイルの
ダウンロードへのリンクを管理者に電子メールで送信します。ダウンロードしたcsvファイルのダウンロー
ドリンクがウィンドウに表示されます。

CSVファイルからのユーザアカウントのインポート
CSVファイルをシステムにインポートするには、次のようにします。

始める前に

ユーザアカウント情報を含むカンマ区切りまたはタブ区切り (CSV)ファイルを準備します。現
在のシステムユーザアカウント値を CSVファイルにエクスポートし、ファイルを変更してイ
ンポートし、ユーザアカウントを追加または変更することができます。詳細については、「CSV
ファイルへのすべてのユーザアカウントのエクスポート（18ページ）」および「カンマ区切
りファイルまたはタブ区切りファイルの作成（2ページ）」を参照してください。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）] > [ユーザのインポート/エクスポート（Import/Export Users）]を選択します。

[ユーザのインポート/エクスポート（Import/Export Users）]ページが表示されます。

ステップ 3 [インポート（Import）]を選択します。

[ユーザのインポート（Import Users）]ページが表示されます。

ステップ 4 [参照 (Browse )]を選択し、インポートする CSVファイルを選択します。

ステップ 5 カンマまたはタブを選択して、インポートするCSVファイルのタイプ (カンマ区切りまたはタブ区切り)を
指定します。

ステップ 6 [インポート（Import）]を選択します。

ファイルがインポートされ、システムは、正常にインポートされたユーザアカウントの数と、追加または

変更できなかったアカウントの数を示す電子メールを送信します。

次のタスク

[ユーザ ( Users )]を選択して、ユーザアカウントを表示し、値が正しくインポートされたこと
を確認します。

ユーザの管理
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CSVファイルを使用したシステム間でのユーザアカウン
トの転送

CSVファイルを使用して、あるシステムから別のシステムにユーザアカウントを転送するに
は、次のようにします。

ステップ 1 転送するユーザアカウントのソースが含まれているシステムの管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザ（Users）] > [ユーザのインポート/エクスポート（Import/Export Users）]を選択します。

ステップ 3 [エクスポート（Export）]を選択します。

ユーザデータはCSVファイルとしてエクスポートされます。システムは、エクスポートされたファイル
のダウンロードへのリンクを管理者に電子メールで送信します。ダウンロードしたcsvファイルのダウン
ロードリンクがウィンドウに表示されます。

ステップ 4 必要に応じて、エクスポートしたCSVファイルを開き、必要に応じてユーザアカウントの値を変更し、
CSVファイルを保存します。（詳細については、カンマ区切りファイルまたはタブ区切りファイルの作
成（2ページ）を参照してください）。

ステップ 5 ターゲットシステムの管理サイトにサインインします。

ステップ 6 [ユーザ（Users）] > [ユーザのインポート/エクスポート（Import/Export Users）]を選択します。

[ユーザのインポート/エクスポート（Import/Export Users）]ページが表示されます。

ステップ 7 [インポート（Import）]を選択します。

[ユーザのインポート（Import Users）]ページが表示されます。

ステップ 8 [参照 (Browse )]を選択し、インポートする CSVファイルを選択します。

ステップ 9 カンマまたはタブを選択して、インポートする CSVファイルのタイプ (カンマ区切りまたはタブ区切り)
を指定します。

ステップ 10 [インポート（Import）]を選択します。

ファイルがインポートされ、システムは、正常にインポートされたユーザアカウントの数と、追加また

は変更できなかったアカウントの数を示す電子メールを送信します。

次のタスク

[ユーザ ( Users )]を選択して、ユーザアカウントを表示し、値が正しくインポートされたこと
を確認します。

ユーザの管理
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ユーザの検索
名前、作成日、タイプ、有効期限、またはセッションタイプによってユーザをソートできま

す。また、ユーザの検索には、さまざまなフィルタと文字列を使用することもできます。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザ（Users）]を選択します。

各ページに表示されるデフォルトのユーザ数は50です。設定を変更するには、[1ページあたりのユーザ数
（Users Per Page）]ドロップダウンメニューを使用します。

ステップ 3 ユーザをソートするドロップダウンメニューから、フィルタを選択します。

•全ユーザ
•アクティブユーザ
•無効なユーザ
•管理者
•監査役
•ホスト
•ロックされたユーザ（Locked users）
•永久ライセンス（Permanent licensees）
•一時ライセンス（Temporary licensees）

ステップ 4 （任意）検索文字列を入力します。

ステップ 5 [検索（Search）]を選択します。

ステップ 6 （任意）ユーザを選択してから、アクションを選択し、選択したユーザに適用します。

•有効化
•非アクティブ化
•削除

ユーザの追加

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）] > [ユーザの追加（Add User）]を選択します。

ステップ 3 監査員オプションは表示されますが、最初の管理者に対してのみ使用可能なオプションです。

ユーザの管理
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ステップ 4 フィールドにユーザ情報を入力します。アスタリスクマークの付いたフィールドは必須フィールドです。

ユーザは、電子メールアドレスによってシステムに識別されます。ユーザの電子メールアドレス

が変更され、ユーザがアクティブなままである場合は、CWMSの電子メールアドレスも変更する
必要があります。このようにしないと、ユーザは通知を受信しません。

重要

ステップ 5 ユーザに割り当てられている権限セクションで許可されているセッションタイプを確認します。

強調表示されているセッションタイプのいずれかを選択すると、セッションタイプの機能が表示されます。

ステップ 6 このユーザに許可されている音声タイプ (テレフォニー権限)を選択します。

コールイン電話会議を使用すると、ユーザは電話番号を呼び出すことによって参加者が参加できる電話会

議を主催することができます。

コールバック電話会議を使用すると、ユーザは、Webexサービスから電話会議に参加するために参加者が
電話をかけるセッションをホストできます。各参加者は電話番号をコールし、コールを切断します。その

後、サービスはその参加者の電話番号をコールします。

統合VoIPを使用すると、ユーザは、電話会議へのインターネット電話 (VOICEover IP)アクセスを含むセッ
ションとしてホストすることができます。

ステップ 7 [保存]を選択します。

Cisco Webex meeting Serverは、[パスワードの作成 (Create Password )]リンクを使用してユーザに電子メー
ルを送信します。ユーザは、Webex共通サイトにサインインする前にパスワードを作成する必要がありま
す。

パスワードの作成リンクは、72時間後に期限切れになります。リンクの有効期限が切れている場合、ユー
ザはパスワードを忘れた場合には、パスワードをもう一度作成する機会を与える新しい電子メールメッセー

ジを受信するためのリンクを選択できます。

ユーザがシステムに追加されます。

ユーザの編集
ユーザアカウント情報を変更するか、このユーザの永続的なホストライセンスを予約します。
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ユーザは、電子メールアドレスによってシステムに識別されます。SSOを使用していて、ユー
ザの電子メールアドレスが変更され、そのユーザがアクティブなままである場合は、CWMS
の電子メールアドレスを変更することをお勧めします。そうしないと、システムが同期される

まで、ユーザは通知を受信しません。

既存のユーザの電子メールアドレスを変更した後、そのユーザは、Exchange server、Outlook、
および CWMSサーバが、変更された電子メールを使用してそのユーザがホストしている代理
(プロキシ)ユーザによって会議をスケジュールする前に、そのユーザが同期するまで待機する
必要があります。また、最近変更された電子メールアドレスを持つ代替ホストをスケジュール

しようとすると、失敗します。Outlookのアドレス帳は、Exchangeサーバと1日1回同期されま
す。Exchangeサーバで電子メールアドレスが変更された場合、その変更はOutlookにすぐには
反映されません。同期の前に、ユーザが変更された電子メールアドレスを持つユーザに対して

会議をスケジュールしようとした場合、または代替ホストとして識別しようとした場合、シス

テムは古い電子メールアドレスを受信し、ユーザが見つからないという通知を発行します。シ

ステムを手動で同期しても、この問題は解決されません。これは CWMSの問題ではなく、
Outlookと Exchangeの設計の結果であることに注意してください。

重要

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）]を選択します。

各ページに表示されるデフォルトのユーザ数は50です。設定を変更するには、[1ページあたりのユーザ
数（Users Per Page）]ドロップダウンメニューを使用します。

ユーザのリストが表示されます。

ステップ 3 編集するユーザを選択します。

ステップ 4 [アカウントタイプ（Account Type）]を選択します。

監査員は、管理アクションをシステムモニタリングから分離します。(既存のユーザアカウントを監査員
アカウントに変更することはできません。最初の管理者は、監査員ロールを作成する必要があります。

詳細については、監査員ロールを参照してください。)

ホストは、ライセンスが割り当てられている場合、会議をスケジュールしたり会議を開始したりできま

す。ホストは最大2つの同時会議を開始できますが、3番目の会議を開始しようとするとエラーが表示さ
れます。

参加者は会議に参加できますが、スケジュール、開始、ホスト、または代替ホストには参加できません。

管理者は、[ユーザの追加 (Add User)]ページで作成されます。管理者はシステムの導入時に設定を構成
し、他のユーザのホスト、管理者、SSO管理者、または LDAP管理者を作成できます。監査員がシステ
ムに設定されている場合、管理者はアプリケーション監査ログの設定を構成できません。

ユーザの管理
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SSOまたはLDAP管理者は、システムの動作後に設定を変更できます。システムがSSO統合システムま
たは LDAP統合システムの場合、これらのユーザはシステムに同期されます。システムに適用されるオ
プションのみがアカウントタイプとして表示されます。SSOおよび LDAP管理者は、Webexサイトの
URLにサインインし、管理サイトのリンクを選択して管理サイトに接続します。このタイプの管理者は、
[ユーザの追加 (AddUser)]ページで他の管理者を追加したり、ユーザのホストを作成したり、他のユーザ
(SSO統合型または LDAP統合システムで同期)を作成したり、SSO管理者または LDAP管理者を作成し
たりできます。

ステップ 5 [アカウント情報 (Account Information )]セクションの編集可能なフィールドに変更を加えます。アスタ
リスクの付いたフィールドは必須フィールドです。

ステップ 6 （任意）会議をホストするための永久ライセンスをこのユーザに提供するには、[ライセンスの予約
(Reserve license )]を選択します。

通常、使用可能な場合は、ユーザが初めて会議をホストしたときにホストライセンスが付与されます。

このオプションでは、ライセンスプールに使用可能なライセンスが予約され、ユーザが会議を主催する

必要がなく、ユーザに割り当てられます。

ステップ 7 （任意） [ Require user to change password at next sign in]を選択します。

SSOまたは LDAPがシステムで有効になっている場合、この機能はホストアカウントに対して無効にな
ります。管理サイトへのサインインに使用される管理者パスワードと監査員パスワードに対してのみ使

用できます。管理者および監査員は、引き続き SSOまたは LDAPクレデンシャルを使用してWebexサ
イトにサインインします。

ステップ 8 ユーザに割り当てられている権限セクションで許可されているセッションタイプを確認します。

強調表示されているセッションタイプのいずれかを選択すると、セッションタイプの機能が表示されま

す。

ステップ 9 このユーザに許可されている音声タイプ (テレフォニー権限)を選択します。

コールイン電話会議を使用すると、ユーザは電話番号を呼び出すことによって参加者が参加できる電話

会議を主催することができます。

コールバック電話会議を使用すると、ユーザは、Webexサービスから電話会議に参加するために参加者
が電話をかけるセッションをホストできます。各参加者は電話番号をコールし、コールを切断します。

その後、サービスはその参加者の電話番号をコールします。

統合 VoIPを使用すると、ユーザは、電話会議へのインターネット電話 (VOICE over IP)アクセスを含む
セッションとしてホストすることができます。

ステップ 10 [保存]を選択します。
これにより、変更内容が保存されます。パラメータを保存しても、アカウントのステータスは変更され

ません。（ユーザまたは管理者のアクティブ化または非アクティブ化（30ページ）を参照）。
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いいえ

バージョン 2.7以前の CWMSでは、ユーザの電子メールアドレスは、固有の識別子として使
用されていました。以前のバージョンの電子メールを変更すると、そのアカウントに関連付け

られているデータが失われます。バージョン 2.7では、固有の識別子（電子メールアドレス以
外）を使用して、以前にスケジュールされた定期的および繰り返しのミーティング、ミーティ

ングの録音、およびユーザアカウント情報をユーザに関連付けます。ユーザの電子メールは、

CWMS管理者（ローカルユーザ向け）または ADの AD管理者がリモートユーザに対して変
更することができます。CSVファイルをインポートして、電子メールを変更することもできま
す。

CWMSバージョン2.7をインストールした後、または ADでユーザの電子メールを変更した後
は、ユーザを Cisco Unified Call Manager（CUCM）と同期して CWMSデータベースを更新する
必要があります。最初のユーザ同期と同じ電子メールアドレスを持つ CUCM上のローカル
ユーザと一致したら、更新されます。一致しない場合は、新しいユーザエントリが作成されま

す。（CWMSは、CUCMでグループ ID（objectGUID uniqueidentifier）を使用してレコードを
追跡し、電子メールアドレスを変更できるようにします。）

ユーザ電子メール SSOの変更

バージョン 2.7以前では、一意識別子として使用される IdPサーバの唯一のフィールドは電子
メールでした。バージョン 2.7からは、静的な一意の ADフィールドを NameIdとして使用で
きます。CWMSデータベースの場合、NameIdは CorUserフィールドの SSO_NAMEIDレコー
ドに保存されます。このフィールドは、ユーザが CWMSに初めてログオンしたときに設定さ
れます。システムは、最初にNameId値を使用して、ユーザを照合します。ユーザとがNameId
が致しない場合は、そのレコードを電子メールで照合しようとします。ユーザの電子メールが

変更された場合は、NameIdの別のフィールドを使用するように IdP上のマッピングを変更す
る必要があります。初期同期後にユーザの電子メールが変更された場合、そのユーザはCWMS
上で更新されます。この機能を正常に動作させるには、自動更新を有効にする必要がありま

す。

セッションタイプについて
セッションタイプは、スケジュールされた会議で使用可能な機能とオプションを定義します。

新しいユーザのデフォルトとして設定できる事前定義されたセッションタイプが1つあります。

事前定義されたセッションタイプに基づいて、最大4つのカスタムセッションタイプ (Pro1 ~
Pro4)を作成できます。カスタムセッションタイプを特定のユーザに割り当てて、ユーザが使
用できる会議のセキュリティ、帯域幅、および会議オプションを管理できます。たとえば、

セッションタイプを使用して、特定のユーザが画面共有を使用しないようにすることができま

す。これは、デスクトップ共有オプションが含まれていないカスタムセッションタイプを作成

し、アカウントを編集して特定のユーザにこのセッションタイプを割り当てることによって行

われます。

会議で有効になっている音声権限は、[音声 (Audio)]セクションの下に表示されます。
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音声権限は、会議タイプを変更することによってのみ、スケジューリングページから編集でき

ます。

音声権限は次のように異なります。

•サイト設定

•ユーザの権限

•セッションタイプの権限

権限を有効にするには、サイト、ユーザ、およびセッションタイプで有効にする必要がありま

す。3つすべてが trueである必要があります。

これら3つのオーディオオプションの間に共通のオプションがない場合、システムはサイトと
ユーザ間で共通の音声オプションを検索します。サイトとユーザの間に共通のオプションがな

い場合、システムはサイトの音声設定を使用します。

今すぐミーティング機能を使用する場合は、次のようになります。

•セッションタイプを変更するオプションはありません。

•会議に使用されるセッションタイプは、ホストに割り当てられたセッションタイプのリス
トの最初のもので、セッションコードごとにアルファベット順にソートされます。

•選択したセッションタイプは、[ミーティングの詳細 (meeting details)]ページに表示されま
す。

Webex生産性向上ツールを使用して会議をスケジュールする場合、ホストは、そのユーザに許
可されているセッションタイプのリストからセッションタイプを選択できます。

事前定義されたセッションタイプを非アクティブ化することはできません。カスタムセッショ

ンタイプだけをアクティブまたは非アクティブにすることができます。

新しいユーザ IDが作成されたときに割り当てられるデフォルトのセッションタイプを選択で
きます。

デフォルトのセッションタイプは、次の方法でシステムに追加される新しいユーザに適用され

ます。

• LDAPサーバと同期しています。

•新しいユーザ用に設定された [セッションタイプ (session types)]フィールドがない csvファ
イルのインポート。

• SSOサインインによるシステムへのユーザの追加。

•管理コンソールでの新規ユーザの追加。デフォルトでは、セッションタイプ [新規ユーザ
のデフォルト (Default for New Users)]が選択されています。
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カスタムセッションタイプの作成

プロフェッショナルセッションタイプに対し、最大 4つのカスタムセッションタイプ（Pro1 ~
Pro4）を作成できます。セッションタイプは作成したら削除できません。ただし、変更したり
非アクティブにしたりすることはできます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）]> [セッションタイプ（SessionTypes）]> [カスタムセッションタイプの追加（AddCustom
Session Type）]を選択します。
[カスタムセッションタイプの追加（Add Custom Session Type）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 カスタムセッションタイプのセッション名を入力します。

セッション名は一意である必要があります。

ステップ 4 このセッションタイプに含めるセッションタイプ機能を選択します。

セッションタイプの機能（27ページ）を参照してください。

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。
[セッションタイプ一覧（List of Session Types）]ページにセッションタイプが追加されます。

次のタスク

ユーザにセッションタイプを割り当てます。

セッションタイプの機能

選択目的機能

プレゼンターは、1つ以上のアプリケーション
を表示して、ソフトウェアのデモやドキュメ

ントの編集を行うことができます。

アプリケーション共有

参加者は、プレゼンターが共有しているアプ

リケーションのリモートコントロールを要求

できます。

アプリケーション共有：リモートコントロー

ル（Application sharing - remote control）

プレゼンターは、アプリケーション、ウィン

ドウ、ファイルディレクトリ、マウスの動き

など、自分のコンピュータのコンテンツ全体

を共有できます。

デスクトップ共有
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選択目的機能

参加者は、プレゼンターのデスクトップのリ

モートコントロールを要求できます。

デスクトップ共有：リモートコントロール

（Desktop sharing - remote control）

ホストは、ネットワークサーバに会議を記録

できます。

ネットワークベースのレコーディング

（Recording network-based）

ビデオ機能が使用可能かどうかを判断します。

使用可能な場合、会議が開始されたときに、

ビデオパネルがデフォルトで参加者に対して

開かれているか、最小化されているか、また

は閉じられているかを判断します。

ビデオ（Video）

参加者は、会議中にWebブラウザや関連する
Webコンテンツを共有できます。

Webtour：リモート制御（Webブラウザ共有）
（Webtour—remote control (Web browser
sharing)）

カスタムセッションタイプのアクティブ化または非アクティブ化

プライマリセッションタイプを非アクティブ化したり、ユーザに割り当てられているカスタム

セッションタイプを非アクティブ化することはできません。

始める前に

カスタムセッションタイプを非アクティブ化する前に、すべてのユーザに対してセッション

タイプを無効にします。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）]> [セッションタイプ（SessionTypes）]> [セッションタイプ一覧（List of SessionTypes）]
を選択します。

ステップ 3 カスタムセッションタイプのチェックボックスをオン（アクティブ化）、またはクリア（非アクティブ
化）します。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

新しいユーザのデフォルトセッションタイプの設定

ユーザ IDを作成したときにその新しいユーザにデフォルトで割り当てられるセッションタイ
プを設定できます。システムに追加された新規ユーザにデフォルトのセッションタイプが適用

されるのは、LDAPサーバと同期して、セッションタイプフィールドが設定されていないCSV
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ファイルからインポートした場合です。また、デフォルトのセッションタイプは、SSOログイ
ンによってシステムに追加されたユーザにも適用されます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [設定（Settings）]> [セッションタイプ（SessionTypes）]> [セッションタイプ一覧（List of SessionTypes）]
を選択します。

ステップ 3 新規ユーザの作成時に割り当てられる、[新規ユーザのデフォルト（Default for NewUsers）]のセッション
タイプを選択します。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

主催者アカウントのセッションタイプの有効化または変更

セッションタイプを [ユーザ（Users）]ページの列で選択してユーザに関連付けるか、以下の
手順に従い、[ユーザの編集（Edit User）]ページのセッションタイプを有効または無効にす
ることができます。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）]を選択します。

ステップ 3 ユーザを一覧から選択します。

ステップ 4 ユーザに割り当てられている権限セクションで許可されているセッションタイプを確認します。

強調表示されているセッションタイプのいずれかを選択すると、セッションタイプの機能が表示されます。

ステップ 5 このユーザに許可されている音声タイプ (テレフォニー権限)を選択します。

コールイン電話会議を使用すると、ユーザは電話番号を呼び出すことによって参加者が参加できる電話会

議を主催することができます。

コールバック電話会議を使用すると、ユーザは、Webexサービスから電話会議に参加するために参加者が
電話をかけるセッションをホストできます。各参加者は電話番号をコールし、コールを切断します。その

後、サービスはその参加者の電話番号をコールします。

統合VoIPを使用すると、ユーザは、電話会議へのインターネット電話 (VOICEover IP)アクセスを含むセッ
ションとしてホストすることができます。

ステップ 6 [保存（Save）]を選択します。

ユーザの管理

29

ユーザの管理

主催者アカウントのセッションタイプの有効化または変更



アカウントのロック解除
許可されていないアクセスを防ぐために、システムはアカウント所有者のアカウントを自動的

にロックアウトすることができます。この機能は、デフォルトではオフになっています。失敗

の数や、非アクティブ期間、アカウントがロックされたままとなる時間（分単位）など、アカ

ウント所有者がロックアウトされる原因となる条件は構成可能です。

アカウントがロックされている場合、システムは、ロックされているアカウント所有者および

すべての管理者に電子メールを送信し、アカウントがロックされている旨を通知します。

このセクションでは、アカウントのロック解除方法を説明します。

電子メールからのアカウントのロック解除

ロックされたアカウント所有者または管理者は、電子メールでロック解除するアカウントを選

択して、アカウントのロック解除ができます。デフォルトでは、このオプションはオフになっ

ています。

ユーザプロファイルからのアカウントのロック解除

システムからロックアウトされていない管理者は、[ユーザ（Users）]タブのリストからロッ
クアウトされたアカウント所有者を選択できます。[ユーザの編集（EditUser）]ページを表示
し、そのページの上部に表示されるメッセージでロック解除リンクを選択して、アカウントが

ロック解除されたことを通知します。このオプションは常にオンです。

管理者アカウントがロックされている場合は、他の管理者が [ユーザの編集（EditUser）]ペー
ジの上部に表示されるメッセージでロック解除リンクを選択して、ロックアウトされた管理者

の代理としてアカウントをロック解除できます。

タイマーの有効期限が切れるまで待機

アカウントがロックされていて、オプションのタイマーが設定されている場合、アカウント所

有者はタイマーが切れた際に、ログインできます。

ユーザまたは管理者のアクティブ化または非アクティブ

化
この機能を使用して、非アクティブなアカウントをアクティブ化するか、非アクティブなアカ

ウントを再アクティブ化します非アクティブ化できないアカウントは、監査員アカウントだけ

です。または、CSVファイルでパラメータを設定してインポートすることによって、アカウン
トをアクティブにすることもできます。詳細については、CSVファイルからのユーザアカウン
トのインポート（19ページ）を参照してください。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。
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マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）]を選択します。

ステップ 3 アクティブ化する非アクティブなユーザのチェックボックスをオンにします。または、非アクティブ化す
るアクティブなユーザのチェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [ Actions > ] [Activate]または [ actions > Deactivate]を選択します。

LDAP同期を使用して非アクティブ化し、その後に再度アクティブ化されたユーザは、代わりに
会議をスケジュールするように別のユーザを指定することはできません。LDAP同期を使用して
以前に非アクティブにしたユーザを再アクティブ化する場合は、この機能をユーザに対して手動

で再度有効にする必要があります。

重要

選択したアカウントが変更され、各アカウントのステータスに更新されたステータスが反映されます。

ユーザアカウントの削除
主催者アカウントと管理者アカウントは削除できます。ユーザデータが削除されるだけでな

く、そのユーザ－が主催する将来のミーティングと定期的なミーティングも削除されます。
ミーティングに代わりの主催者がいる場合でも、将来のミーティングと定期的なミーティング

は削除されます。過去のミーティングは、レポート、課金、ライセンス、および監査に必要な

ので、6ヵ月間は削除されません。

削除されたユーザが所有していたミーティングの録音は、6ヵ月間保存されます。録音へのア
クセス、ダウンロード、または再生の権限を持っていたユーザは、それらの権限を保持しま

す。6ヵ月の期間が終了すると、ミーティングの録音は削除対象のマークが付けられるか、別
のユーザに転送されます。ユーザを削除してから6ヵ月以内にそのユーザを手動で再作成する
と、ミーティングの録音が再びそのユーザに関連付けられます。システムは、6ヵ月の保持期
間を超えた削除マーク付きアカウントを削除するスクリプトを毎月 3日に実行します。

[アカウントの自動作成（Auto Account Creation）]（SSO）と [ユーザの同期]（ディレクトリ統
合）を行っても、削除されたアカウントを CWMS上に再作成することはできません。6ヵ月
が経過してアカウントが削除されたら、この2つの方法のいずれかによって、同じ電子メール
アドレスに関連付けられた新しいユーザアカウントを作成できます。この新しいアカウント

は、過去のミーティングや録音には関連付けられません。

アカウントを削除すると、そのアカウントの所有者は次の操作を実行できなくなります。

•レポートまたはリストへの自分の名前の表示

• Webページ、Outlookプラグイン、およびモバイルアプリケーションからサインインする

•ミーティングの主催とミーティングへの参加

ユーザの管理
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メンテナンスリリース 2.8MR1以降では、削除されたユーザは、削除済みアカウントに関
連付けられているアドレスを使用して、ゲストとしてミーティングに参加できるようにな

りました。以前あった 6ヵ月の制限は適用されなくなりました。

•システムの管理（ユーザが管理者の場合）

管理者は、自身のアカウントを非アクティブ化することはできません。（注）

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）]を選択します。

ステップ 3 削除するアクティブなユーザのチェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [アクション（Actions）] > [削除（Delete）]を選択してから、[OK]を選択して確認します。

選択したアカウントが削除され、そのアカウントがリストから削除されます。

CSVファイルを使用したユーザの削除
ファイルを使用してユーザを一括で削除するには、次の手順を実行します。

始める前に

削除するファイルに非 ASCII文字が含まれている場合は、Unicodeのコンマまたはタブのデリ
ミタを使用していることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデー
タセンターダッシュボードを表示するかを決定しま

Webex Site Administrationにサインインします。ステップ 1

す。このダッシュボードを使用して、このシステム

内のすべてのデータセンターを管理します。

[ユーザの削除（DeleteUsers）]ウィンドウが表示さ
れます。

[ユーザ（Users）]> [ユーザのインポート/エクスポー
ト（Import/Export Users）] > [削除（Delete）]を選
択します。

ステップ 2

目的のユーザファイルを参照します。ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

デリミタのタイプを選択します。ステップ 4

[削除（Delete）]を選択します。ステップ 5

トラッキングコードの設定
トラッキングコードを使用して、プロジェクトまたは部門のデータの中断など、会議の使用状

況を分類します。トラッキングコードは、ユーザを追加または編集するときにオプションとし

て表示されます。

トラッキングコードごとに次のパラメータを設定します。

• [トラッキングコードグループ (Tracking code group)]:ユーザを追加または編集するときに
アクティブなグループを選択できます。

•入力モード:ユーザを作成または編集するときにトラッキングコードパラメータがどのよ
うに表示されるかを制御します。

• [使用率 (Usage)]:グループの表示、オプションのエントリ、または必要なエントリの表示
を禁止します。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）] > [トラッキングコード（Tracking Codes）]を選択します。

ステップ 3 （任意） [トラッキングコードグループ (Tracking code group)]列で、設定する各グループの名前を入力し
ます。

デフォルトのグループ名は、ディビジョン、Department、Project、Other、およびCustom5~Custom10です。
グループ名のいずれかを変更できます。

トラッキングコードグループ名は一意である必要があります。事前定義されたフィールド名

(USERID、ACTIVE、FIRSTNAME、LASTNAME、EMAIL、LANGUAGE、HOSTPRIVILEGE、
TIMEZONE)は使用しないでください。

（注）

ステップ 4 [入力モード (Input mode )]列の各トラッキングコードに対して、テキスト入力またはドロップダウンメ
ニューを選択します。

•テキスト入力を選択します。管理者は、ユーザを作成または編集するテキストフィールドにトラッキ
ングコードを入力します。

• [ドロップダウンメニュー（Dropdown menu）]を選択します。[入力モード (Input mode )]フィールド
の横に [編集リスト (Edit list )]リンクが表示されます。[リストの編集 (Edit list )]リンクを選択して、
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このトラッキングコードの値を設定します。詳細については、トラッキングコードの編集（34ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 5 このユーザが作成または編集されたときにトラッキングコードが表示されないようにするには、[Not used
]を選択します。トラッキングコードを表示するが必須ではない場合は、[オプション (Optional) ]を選択し
ます。ユーザにトラッキングコードを割り当てる必要がある場合は、[ Required ]を選択します。

ステップ 6 [保存]を選択します。

トラッキングコードパラメータが保存されます。

トラッキングコードの編集

トラッキングコードのリストは、ユーザを追加または編集するときに表示される特定のグルー

プに関連付けることができます。この機能は、ドロップダウンメニューからこれらのコードが

選択されたときに表示されるトラッキングコードを管理します。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 ドロップダウンメニューでトラッキングコードを表示するグループの [入力モード (Input mode )]列で、ド
ロップダウンメニューを選択します。

テキスト入力を選択すると、管理者が有効な文字列を入力できるグループの横に入力フィールドが表示さ

れます。

ステップ 3 （任意）ドロップダウンメニューを選択した場合は、[リストの編集 (Edit list )]を選択して、このトラッ
キングコードの値を設定します。[トラッキングコードリストの編集（Edit Tracking Code List）]ダイアロ
グボックスが表示されます。

コードの作成、編集、または削除に加えて、コードを非アクティブ化またはアクティブ化して、リスト内

のコードがデフォルトコードであることを示すことができます。

•アクティブなトラッキングコードのみを表示するには、[ Show active code only ]を選択します。すべ
てのトラッキングコードを表示するには、このオプションを選択解除します。トラッキングコードを

初めて設定するときに、このオプションを選択することはできません。

• [コード (code )]テキストボックスにドロップダウンメニューコードを入力します。この文字列には128
文字まで使用できます。空のトラッキングコードが表示されない場合は、 [ add 20 more lines ]を選択
して、20個の設定可能なトラッキングコードを追加します。トラッキングコードの最大数は500行で
す。

• [デフォルト (default )]を選択して、コードをデフォルトの選択にします。
•デフォルトでは [アクティブ（Active）]が選択されています。トラッキングコードを非アクティブに
するには、アクティブのチェックを外します。非アクティブなトラッキングコードは、このトラッキ

ングコードグループのドロップダウンメニューには表示されません。
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• [更新 (Update )]を選択して、コードをグループに関連付けます。[トラッキングコード (Tracking code)]
ウィンドウに戻ります。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択して、設定を保存します。

ディレクトリ統合の設定
ディレクトリ統合により、システムは Cisco Webex Meetings Serverのユーザデータベースを
CUCMのユーザデータベースに入力して同期化し、その後 LDAPディレクトリと統合するこ
とができます。

ディレクトリ統合により、次のような方法でユーザプロファイルの管理が簡素化されます。

• CUCMから Cisco Webex Meetings Serverにユーザプロファイルをインポートします。

•各ユーザの姓名、電子メールアドレスを含む CUCMデータベース内の新規または変更さ
れたユーザの属性を使用して、Cisco Webex Meetings Serverのデータベースを定期的に更
新します。Cisco Webex Meetings Serverは、ユーザを電子メールアドレスで区別します。
したがって、ユーザの姓名は同じだが電子メールアドレスが異なる場合、Cisco Webex
Meetings Serverはそれらを異なるユーザとして扱います。

• CUCMのデータベースで定期的に非アクティブなユーザエントリをチェックし、ユーザ
プロファイルを Cisco Webex Meetings Serverのデータベースから非アクティブにします。

•システムが LDAP認証を使用して、Cisco Webex Meetings Serverのディレクトリ統合ユー
ザを外部ディレクトリに対して認証できるようにします。

• Secure LDAP（SLDAP）が CUCMと LDAPサーバで有効になっている場合、完全に暗号
化された LDAP統合をサポートします。

• CUCMで設定されたすべてのユーザは、Cisco Webex Meetings Serverに同期され、そのア
カウントがアクティブになります。同期が完了した後は、必要に応じてアカウントを非ア

クティブにできます。CUCMのすべてのアクティブなユーザは、Cisco Webex Meetings
Serverに同期されます。非アクティブなユーザは、CiscoWebexMeetings Serverにインポー
トされません。（LDAP/ADが利用できない、または CUCMに設定されていない環境で
は、ユーザを手動で CUCMに追加できます）。

LDAP同期を使用して非アクティブ化し、その後に再度アクティブ化されたユーザは、代わり
に会議をスケジュールするように別のユーザを指定することはできません。LDAP同期を使用
して以前に非アクティブにしたユーザを再アクティブ化する場合は、この機能をユーザに対し

て手動で再度有効にする必要があります。

重要
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始める前に

ディレクトリ統合に進む前に、次の前提条件が満たされていることを確認します。

•サイト管理内の [設定（Settings）] > [ユーザ管理（UserManagement）]で、デフォルトの
ユーザアカウントタイプをホストまたはに設定します。

•ユーザへの影響を最小限に抑えるため、オフピーク時または週末に同期をスケジュールし
ます。

•サポートされているバージョンの Cisco Unified Communications Manager（CUCM）がある
ことを確認します。詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
tsd-products-support-configure.htmlを参照してください。

• CUCM管理ユーザクレデンシャルを取得します（ディレクトリ統合のために CUCMサー
バを追加するために必要）。

• CUCMでAXLおよびLDAPディレクトリサービスを設定します。CUCMは、CiscoWebex
Meetings Serverシステムにユーザをインポートするために必要です。CUCMは、次のこと
を実行する場合に使用します。

• Cisco AXL Webサービスの有効化

• Ciscoディレクトリ同期の有効化

• LDAP統合の設定

• LDAP認証の設定

CUCMを使用した AXL Webサービスとディレクトリ同期の設定（41ページ）および
CUCMを使用した LDAP統合と認証の設定（42ページ）を参照してください。詳細につ
いては、http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_
home.htmlを参照してください。

•ホスト特権が必要なすべてのユーザが CUCMに存在することを確認します。CUCMにい
ないユーザは、会議を主催することができません（すべてのユーザがゲストとして参加で

きます）。必要に応じて、CUCMからインポートするユーザだけが含まれるようにする
CUCMグループまたはフィルタを作成します。

CUCMグループを使用しない場合は、システムにより、最初の
ディレクトリ同期中にアクティブなすべてのCUCMユーザがイン
ポートされます。非アクティブなCUCMユーザは、インポートさ
れません。後続の同期中にインポートされるのは、アクティブな

新規ユーザと変更されたユーザのみです。ホストアクセス権を提

供しないユーザアカウントを非アクティブ化します。

（注）

•電子メールアドレスのないユーザは、インポートされません。
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•ユーザが同じ姓名を使用する複数のアカウントを持っているが、CUCMで異なる電子メー
ルアドレスが割り当てられている場合、これらのユーザを Cisco Webex Meetings Serverに
インポートすると、これらのアドレスは異なるユーザとして扱われます。CUCMユーザ
は、ユーザ名によって一意であるため、管理者は同じ電子メールアドレスを持つ複数の

ユーザアカウントを作成できます。ただし、Cisco Webex Meeting Server上のアカウント
は、電子メールアドレスによって一意です。したがって、複数の CUCMユーザアカウン
トで同じ電子メールアドレスが使用されている場合、CUCMの管理者はこれらのユーザ
アカウントを手動で編集して、電子メールアドレスを一意にしてから、これらのアカウン

トを Cisco Webex Meetings Serverにインポートする必要があります。

• LDAP認証が有効になっている場合、[今すぐ同期（SynchronizeNow）]を選択するか、ま
たは [次回の同期（Next synchronization）]オプションをオンにして日付と時刻を入力する
と、Cisco Webex Meetings Serverはポート 8443を使用して CUCMに接続します。

• Cisco Webex Meetings Serverは、64文字までのパスワードをサポートしています。CUCM
でユーザを作成するときは、パスワードが 64文字以下であることを確認してください。
パスワードが 64文字を超えるユーザは、Cisco Webexにサインインできません。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 （任意）メンテナンスモードをオンにします。

ディレクトリ統合を実行するためにメンテナンスモードは必要ありませんが、大規模な同期はシステム

のパフォーマンスに影響する可能性があります。同期中にユーザがシステムを使用できないように、シ

ステムをメンテナンスモードにすることができます。

ステップ 3 [ユーザ（Users）] > [ディレクトリ同期（Directory Integration）]を選択します。

ステップ 4 （任意）まだ行っていない場合は、（CUCM下で）サーバを選択して、CUCMサーバ情報を入力しま
す。

• IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）

•ユーザ名

•パスワード

ユーザ名とパスワードは、CUCMの管理者または AXLのユーザ名とパスワードにできます。CUCM情
報を設定すると、CUCMサーバの IPアドレスまたは FQDNが [CUCM]アイコンの下に表示されます。

CUCM情報を設定した後、その情報を変更することは、ユーザ同期の問題を引き起こす可能性
がある複雑な手順であり、推奨されません。

（注）

ステップ 5 選択した CUCMユーザグループのユーザのみを Cisco Webex Meeting Serverに追加するには、[フィルタ
リングのための CUCMユーザグループ（CUCM User Groups for Filtering）]を選択します。
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ステップ 6 （任意）選択したCUCMグループのすべてのユーザを同期するには、[完全な同期（FullSynchronization）]
を選択します。選択されていない場合、システムは、ディレクトリサービスユーザプロファイルの最新

の更新以降、選択された CUCMグループに更新または追加されたユーザのみを同期します。

このオプションは、次の手順の [今すぐ同期（Synchronize Now）]オプションにのみ影響します。スケ
ジュールされた（次回の）同期には影響しません。

このアクションは、CUCMサーバが CWMSで変更された、ユーザの電子メールアドレスが CUCMで変
更された、またはユーザがCUCMのグループから削除されたなどのイベントの一部として実行すること
を推奨します。

CUCMユーザデータベースのサイズによって、データベース全体の同期を選択したときに、システムの
パフォーマンスが影響を受ける可能性があります。

ステップ 7 LDAPディレクトリサービスと Cisco Webex Meetings Serverシステムを同期します。次の方法で同期を
実行できます。

•同期を今すぐ実行するには、[今すぐ同期（Synchronize Now）]を選択します。開始後は同期をキャ
ンセルできません。同期が完了したら、電子メールが送信されます。システムの他の管理者は、[今
すぐ同期（Synchronize Now）]の後に通知されません。

• [次回の同期（Next synchronization）]を選択し、同期をスケジュールする日付と時刻を入力します。
定期的に同期を繰り返すように選択できます。

MDCシステムでは、各データセンターの同期は、システムパフォーマンスの低下を避けるために、異
なる時間に実行するか、データセンターのいずれかでのみアクティブにする必要があります。

[今すぐ同期（SynchronizeNow）]を選択すると、システムはすぐに同期を実行します。同期をスケジュー
ルすると、指定された日付と時刻に開始されます。すべての管理者は、スケジュールされた同期の完了

後に電子メールを受信します。将来の同期を回避するには、[次回の同期（Next synchronization）]を選択
解除できます。

次の属性が同期プロセス中にマッピングされます。

Cisco Webex Meetings Server属性CUCM属性

名名

姓姓

[電子メールアドレス（Email Address）][メールID（Mail ID）]

Cisco Webex Meetings Serverに表示される姓と名は、フルネームの要素であり、ユーザに表示さ
れます。

Cisco Webex Meetings Serverのマッピングされた属性は、エンドユーザによって更新することは
できません。

（注）

同期が失敗すると、エラーメッセージがページに表示され、エラーの詳細情報を含む電子メールが管理

者に送信されます。エラーの詳細な説明を表示するには、[ログの表示（View Log）]を選択します。提
供されるログには、非アクティブ化されたユーザのレポート、失敗したユーザのレポート、およびサマ

リーが含まれています。
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少なくとも 1つの同期を実行すると、その同期が完了したかどうか、完了した日付と時刻（会社情報設
定で設定された日付と時刻を使用）、および以下を含むユーザ変更のリストなど、最後の同期の概要が

表示されます。

• [追加済み（Added）]：追加された新規ユーザの数。

• [非アクティブ（Deactivated）]：非アクティブ化されたユーザの数。

ステップ 8 同期スケジュールまたは管理者通知設定を設定または変更した場合は、[保存（Save）]を選択します。

ステップ 9 [ユーザ（Users）]タブを選択し、正しいユーザが同期されていることを確認します。

a) ユーザリストをフィルタリングするには、ドロップダウンメニューで [リモートユーザ（Remote
users）]を選択します。同期するユーザがリストに存在することを確認します。リモートユーザは、
ディレクトリ同期経由で Cisco Webex Meetings Serverにインポートされます。ユーザが最初にローカ
ルに作成され、ディレクトリ同期によって上書きされると、このユーザはローカルユーザではなく

リモートユーザになります。

b) 同期に含まれなかったユーザを確認するには、[ローカルユーザ（Local users）]を選択します。ロー
カルユーザは、Cisco Webex Meetings Serverの管理者によってローカルに作成されます。ローカル
ユーザは、手動で追加するか、または CSVファイルを使用してインポートすることができます。

ステップ 10 CUCMと Cisco Webex Meetings Serverの同期スケジュールが順次であることを確認します。CUCMの同
期が最初に行われ、その直後に Cisco Webex Meetings Serverの同期が行われる必要があります。

ステップ 11 （任意） [同期の完了時に管理者に通知する（Notify administrators when synchronization completes）]を選
択または選択解除して、[保存（Save）]を選択します。このオプションは、デフォルトで選択されてお
り、スケジュールされた同期後のみ管理者に通知します。

ステップ 12 [LDAP認証の有効化（Enable LDAP Authentication）]を選択します。

SSOを使用するようにシステムを設定する場合は、最初に SSOを無効にする必要があります。
詳細については、SSOの無効化を参照してください。SSOを使用するようにシステムを設定し
ない場合、LDAP認証を有効にするまでデフォルトの認証が使用されます。

LDAPを有効にした後、管理者はユーザの追加、無効化、変更などのユーザ管理にActiveDirectory
サーバを使用することを推奨します。LDAP認証を有効にした後、すべての参加者は LDAP資
格情報を使用してWebexサイトにサインインする必要があります。

（注）

ステップ 13 ユーザが ADドメインクレデンシャルを使用してシステムにサインインできることを確認します。

ステップ 14 （任意）システムをメンテナンスモード [メンテナンスモードをオフにする（Turn Off Maintenance
Mode）]にする場合。

ステップ 15 （任意）同期を実行した場合は、[今すぐ通知する（Notify Now）]を選択して、Cisco Webex Meetings
Serverシステムでアカウントが作成されたことをユーザに電子メールで通知するか、またはアカウント
が変更されたときに通知できます。オプションで、[通知を自動的に送信する（Automatically send out
notifications）]を選択することができます。このオプションを選択すると、同期が完了するたびに自動的
に電子メールが新しく追加されたユーザに送信されます。認証設定を変更した後（LDAPの有効化な
ど）、[ユーザ：パスワードが変更されました（Users–Password Changed）]電子メールが影響を受ける
ユーザに送信されます。

[今すぐ通知する（Notify Now）]を選択した場合
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•すべてのユーザは、ライフタイムにおいて 1つの通知しか受信しません。後続の同期によって追加
の電子メールが送信されることはありません。

•「通知を必要とするユーザ」は、アクティブでまだ通知されていないすべてのユーザを示します。

•非アクティブなユーザまたはローカルユーザには、通知は送信されません。

• CiscoWebexMeetings Serverにローカルユーザを追加すると、このユーザに電子メールが送信されま
す。ただし、このユーザをCUCMActive Directoryサーバに追加しないと、このユーザはWebexサイ
トにサインインできません。

•同期機能を使用して追加されたユーザにのみ通知を送信できます。

•電子メール通知がユーザに送信されるまでには数分かかる場合があります。この遅延は、電子メー
ルサーバ、ネットワーク接続の問題、個々の電子メールアカウントのスパムキャッチャなど、Cisco
Webex Meetings Serverシステムの外部にあるいくつかの要因によって発生します。

システムは次の電子メールを送信します。

• ADアクティベーション電子メールは、同期時に初めてシステムにインポートされたときに各ユーザ
に送信されます。ユーザは、後続の同期ではこの電子メールを受信しません。

• [ユーザパスワード：変更済み（User Password–Changed）]電子メールは、システム上でローカルに
作成されたユーザに送信されます。

これらの電子メールテンプレートのカスタマイズについては、電子メールテンプレートについてを参照

してください。

ディレクトリ統合と LDAP認証を使用している場合、CUCMで設定されたユーザは、ホストと
して Cisco Webex Meeting Serverに同期され、LDAP資格情報を使用してWebexサイトにサイン
インします。ただし、インポートされたユーザアカウントのタイプをホストから管理者に変更

すると、ユーザは [パスワードの作成（Create Password）]リンクを含む電子メールを受信しま
す。ユーザはこのリンクを選択し、Cisco Webex Meetings Server用の新しいパスワードを入力し
ます。ユーザは、この新しく作成されたパスワードを使用して管理サイトにサインインします

が、引き続き LDAP資格情報を使用してWebexサイトにサインインします。

（注）

ユーザグループの同期
管理者は CUCMでユーザグループを作成できます。たとえば、Cisco Webex Meetings Serverの
使用を許可したユーザで構成するユーザグループを作成できます。管理者は、CWMSで特定
のユーザグループを選択することで、特定のユーザをフィルタしてインポートすることができ

ます。
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始める前に

CUCMを使用してユーザグループを作成します。お客様のリリースについては、『CiscoUnified
Communications Manager管理ガイド』の「ユーザ管理の設定」セクションを参照してくださ
い。

http://www.cisco.com/en/us/products/sw/voicesw/ps556/prod_maintenance_guides_list.html

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 [ユーザ（Users）] > [ディレクトリ同期（Directory Integration）]を選択します。

ステップ 3 [フィルタリング用 CUCMグループ（CUCM Groups for Filtering）]リンクを選択します。

ステップ 4 同期するユーザグループを確認します。

グループを選択しない場合は、ディレクトリ統合によりすべてのユーザグループが同期されます。（注）

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 6 [今すぐ同期（Synchronize Now）]を選択して同期を実行します。このプロセスにかかる時間は、同期され
るユーザの数によって異なります。

以前に同期したユーザグループは記憶されています。以前に同期したユーザグループを選択しな

い場合、選択していないユーザグループ内のユーザは同期プロセス中に非アクティブ化されます。

（注）

同期が完了すると、追加されたユーザの数と、非アクティブになったユーザの数が表示されます。

ステップ 7 同期プロセス中にインポートまたは非アクティブ化したユーザの概要情報については、[ログの表示（View
Log）]を選択します。

CUCMを使用した AXL Webサービスとディレクトリ同期
の設定

AXL Webサービスおよびディレクトリ同期を設定するには、CUCMを使用します。

始める前に

ディレクトリ統合機能を使用する前に、次の手順を実行します。詳細については、ディレクト

リ統合の設定（35ページ）を参照してください。

ステップ 1 CUCMアカウントにサインインします。

ステップ 2 右上のドロップダウンメニューから [CiscoUnified Serviceability]を選択して、[移動（Go）]を選択します。

ステップ 3 [ツール（Tools）] > [サービスのアクティベーション（Service Activation）]を選択します。
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ステップ 4 [Cisco AXL Webサービス（Cisco AXL Web Service）]および [Cisco DirSync]を選択し、[保存（Save）]を
選択します。

マルチデータセンター（MDC）システムの一部であるデータセンターでCiscoUnifiedCallManager
（CUCM）のフェールオーバー状態が発生した場合、そのデータセンター内のすべてのCUCMに
対して CUCM管理者クレデンシャルが有効になります。

（注）

次のタスク

まだ行っていない場合は、CUCMを使用して LDAPの統合と認証を設定します。詳細につい
ては、「CUCMを使用した LDAP統合と認証の設定（42ページ）」を参照してください。

CUCMを使用した LDAP統合と認証の設定
LDAP統合および認証を設定するには、CUCMを使用します。

ユーザは、電子メールアドレスによってシステムに識別されます。ユーザの電子メールアドレ

スが変更され、ユーザがアクティブなままである場合は、CWMSの電子メールアドレスも変
更する必要があります。このようにしないと、ユーザは通知を受信しません。

重要

CUCMがディレクトリ統合用に設定されている場合は、SSO、LDAP、またはローカル認証の
使用を選択できます。

（注）

始める前に

ディレクトリ統合機能を設定する前に、次の手順を実行します。詳細については、ディレクト

リ統合の設定（35ページ）を参照してください。

ステップ 1 Cisco Unified Call Manager（CUCM）のアカウントにサインインします。

ステップ 2 右上のドロップダウンメニューから [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]を選択
して、[移動（Go）]を選択します。

ステップ 3 [ファイル（File）] > [LDAP] > [LDAPシステム（LDAP System）]を選択します。

ステップ 4 [LDAPサーバからの同期を有効にする（Enable Synchronizing from LDAP Server）]を選択して、LDAP
サーバタイプに [Microsoft Active Directory]を選択します。その後、ユーザ IDの LDAP属性に
[sAMAccountName]を選択して、[保存（Save）]を選択します。

ステップ 5 LDAPサーバのチェックボックスをオンにして、[新規追加（Add New）]を選択します。

ステップ 6 [LDAPディレクトリ（LDAP Directory）]ページのフィールドに入力し、[保存（Save）]を選択します。
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ステップ 7 [LDAP認証（LDAPAuthentication）]ページで、[エンドユーザ用LDAP認証の使用（UseLDAPAuthentication
for End Users）]チェックボックスをオンにしてから、ページのフィールドに入力します。その後、[保存
（Save）]を選択します。

次のタスク

まだ行っていない場合は、CUCMを使用して、Cisco AXLWebサービスと Ciscoディレクトリ
同期を設定します。詳細については、「CUCMを使用した AXLWebサービスとディレクトリ
同期の設定（41ページ）」を参照してください。

ユーザへの電子メールの送信

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 ユーザに電子メール通知を送信するには、[ユーザ >電子メールユーザ (users email users)]を選択します。

ステップ 3 [宛先 (To)]フィールドに、ターゲットユーザの電子メールアドレスまたは電子メールエイリアスを入力し
ます。

50および250ユーザシステムの場合は、このフィールドを空白のままにして、すべてのユーザに電子メール
を送信することができます。

ステップ 4 （任意） [BCC]フィールドに電子メールアドレスまたは電子メールエイリアスを入力します。

ステップ 5 [件名（Subject）]フィールドに件名を入力します。

ステップ 6 [メッセージ（Message）]フィールドにメッセージを入力します。

ステップ 7 [送信（Send）]を選択します。

ユーザが電子メールを受信するまでに数分かかることがあります。遅延は、個々の電子メールアカウント

の電子メールサーバ、ネットワーク接続速度、スパムフィルタなど、Cisco Webex meeting Serverシステム
の外部にあるいくつかの要因によって発生する可能性があります。
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